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◆監査委員の選任
　3 月 31 日の任期満了に伴い、引き続き斉藤武男氏
を選任することが同意されました。
◆行政不服審査法施行条例の制定
　行政不服審査法の施行に伴い、条例を制定しました。
◆行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定
　行政不服審査法の施行に伴い、関係規定の整備を行
うため、条例を制定しました。
◆消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の

制定
　消費者安全法の一部改正に伴い、条例を制定しまし
た。
◆富士山南東消防組合の設立に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定
　富士山南東消防組合が 1 月 22 日に設立されたこと
に伴い、関係条例の消防に関する規定を一括して整備
しました。
◆情報公開条例の全部改正
　行政不服審査法の施行に伴い、条例を改正しました。
◆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、

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正
　人事院勧告を勘案し、市議会議員、特別職の職員に

支給する期末手当の額を改めるため、条例を改正しま
した。
◆市職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正
　人事院勧告に基づき、職員、一般職の任期付職員に
支給する給与などの額を改めるため、条例を改正しま
した。
◆固定資産評価審査委員会条例の一部改正
　行政不服審査法の施行に伴い、条例を改正しました。
◆市税条例の一部改正
　地方税法等の一部を改正する法律が公布されたこと
に伴い、条例を改正しました。
◆手数料条例の一部改正
　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が
公布されたこと、長期使用構造とするための措置及び
維持保全の方法の基準が一部改正されたことなどに伴
い、条例を改正しました。
◆国民健康保険税条例の一部改正
　国民健康保険税の賦課限度額を見直すことについて、
市国民健康保険運営協議会の答申を尊重し、条例を改
正しました。
◆障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条

例の一部改正
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律施行令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。
◆保育所条例の一部改正
　保育短時間認定の保育園児が、延長保育事業を利用
する際の費用負担を規定するため、条例を改正しまし
た。

◆◆◆　議　案　◆◆◆

市議会 3月定例会が、2月 18 日㈭から 3月 24 日㈭まで
の 36 日間の日程で行われました。条例の改正や補正予算、
平成28年度の当初予算など55案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。
※平成 28年度予算の概要は、4-5 ページに掲載します。
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市議会 3 月定例会
補正予算など 55 議案を審議



◆地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正

　介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布
されたことに伴い、条例を改正しました。
◆市営墓地条例の一部改正
　市営墓地事業を円滑に行うことを目的に利用条件を
拡大するため、条例を改正しました。

◆建設工事請負変更契約の締結
　市民体育館リニューアル工事で、吹付けアスベスト
の除去工事が生じたこ
となどに伴い、2,175
万 120 円を増額し、3
億 7,329 万 120 円 で
請負変更契約を締結す
ることが可決されまし
た。
◆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等の一部改正
　人口減少に歯止めをかけることを目的に、第 3子
以降の保育料を無料化するなどの子育て支援策を実施
します。これに伴い、多子世帯などの保育所、幼稚園
の保育料の軽減を図るため、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
　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政
令の一部改正に伴い、条例を改正しました。
◆副市長の選任
　新たに鈴木学氏を選任することが同意されました。

一般会計補正予算（第 5 回・第 6 回・第 7 回）
既定の予算総額に 5 億 5 千万円を追加し、歳入歳

出予算額の総額をそれぞれ 220 億 9,300 万円としま
した。補正予算の主な内容は次のとおりです。
●年金生活者等支援臨時福祉給付金事業

　低所得の年金受給者の方などに臨時福祉給付金を
支給します。

●学校施設環境改善交付金事業
　小学校のトイレの改修事業を実施します。

●認証保育所運営費補助事業
　市の子育て環境の向上を図るため、新たに認証を
受けた「こひつじ保育園」に対し、運営費を助成し
ます。

●ごみ焼却設備経年劣化更新事業
　平成 22 年度から継続実施している経年劣化更新
工事を、年末の繁忙期前に工事完了させるため、早
期に事業着手します。

●裾野駅土地区画整理事業の促進
　区画整理事業の促進を図るため、駅西公共公益事
業用地と換地代替地用地を取得します。

●地方創生加速化交付金事業
　一億総活躍社会実現に向けた緊急対策事業を実施
します。
▶裾野・長泉歩いて走って「定住・移住」促進プロ

グラム（裾野市・長泉町連携事業）
▶みんなで子育てするまち推進事業（裾野市・長泉

町連携事業）
▶裾野市発 屋上緑化技術のビジネスモデル確立事業
▶産業連携地域プラットフォーム構築事業

●地域少子化対策重点推進交付金事業
　結婚に対する取り組み、子育てに温かい社会づく
りなどの分野に対象を集約し、先駆的な事業を実施
します。
▶恋来い支援センター運営委託事業
▶みらいのパパママスクール事業
▶地域における子育て支援体制強化事業

●情報セキュリティ強化対策事業
　情報セキュリティ対策を強化する事業を実施しま
す。
▶地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業

市営墓地

市民体育館

副市長に鈴木学氏

　４月１日付けで、前企画部
長の鈴木学氏が副市長に就任
しました。任期は、平成 32
年３月１日までの４年間です。

●●●　補正予算　●●●
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特別会計予算
106億 1,551 万円 一般会計予算

210億 5,500 万円

水道事業会計予算
12億 5,066 万円

第 4次市総合計画で示した「みんなの元気と調和でつくる暮らし
満足都市」の実現を図ります。定住人口の増加や合計特殊出生率
2.07 の達成に向け、総合戦略に掲げる将来を見据えた事業に重点
を置いた予算編成になりました。

予 算 総 額 329 億 2,117 万円
（平成 27 年度　325 億 251 万円）

一 般 会 計 210 億 5,500 万円
（平成 27 年度　202 億 500 万円）

平成 28 年度　会計別予算
当初予算前年度比対比

平成28年度予算 平成27年度予算
一 般 会 計 210億5,500万円 202億   500万円
水道事業会計 12億5,066万円 13億5,590万円
特 別 会 計 106億1,551万円 109億4,161万円
合 計 329億2,117万円 325億   251万円

水道事業会計
収　　入 支　　出

収 益 的 10億   110万円 7億9,873万円
資 本 的 5,900万円 4億5,193万円

土地開発公社会計
収　　入 支　　出

収 益 的 4億9,311万円 4億2,900万円
資 本 的 3万円 4億2,650万円

一般会計予算

歳入
市 税 105 億 2,505 万円 50.0%
国 庫 支 出 金 28 億    531 万円 13.3%
諸 収 入 17 億 2,039 万円 8.1%
市 債 9 億 9,470 万円 4.7%
繰 入 金 11 億 7,051 万円 5.5%
地方消費税交付金 10 億 5,000 万円 5.0%
そ の ほ か 27 億 8,904 万円 13.4%

歳出
民 生 費 55 億 8,788 万円 26.5%
土 木 費 32 億 1,191 万円 15.3%
教 育 費 28 億 9,646 万円 13.8%
総 務 費 22 億 6,190 万円 10.7%
衛 生 費 23 億    658 万円 11.0%
公 債 費 17 億 7,072 万円 8.4%
そ の ほ か 30 億 1,955 万円 14.3%

歳入総額　210億 5,500 万円 歳出総額　210億 5,500 万円

歳入

地方消費税交付金
そのほか

市税

国庫支出金

諸収入

市債

繰入金

歳出

公債費

そのほか 民生費

土木費

教育費総務費

衛生費

平成28年度

当 初
予 算
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平成28年度 当初予算概要　一般会計210億5,500万円
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財政課
995-1801

市の会計の構成

市の会計は、一般会計、特別会計、水道事業会計で
構成されています。

一般会計は、まちづくりや福祉、産業経済、教育な
ど市の基本的な事業を行うための会計です。特別会計
は、保険料など特定の収入で事業を行う会計で、事業
の収支を明確にするため、一般会計と区分しています。
当市には、国民健康保険事業など７つの特別会計があ
ります。水道事業会計は、事業収入で公共の利益を目
的に経営する事業会計です。

「みんなの元気と調和でつくる
暮らし満足都市」の実現に向けて

市では、第 4 次市総合計画で目指す将来像「みん
なの元気と調和でつくる暮らし満足都市」の実現を図
るため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実
に推進します。定住人口の増加や合計特殊出生率 2.07
の達成に向けた、魅力あるまちづくり、ひとづくり、
しごとづくりを進め、迅速かつ効果的な市政運営に取
り組むことが必要となります。

平成 28 年度当初予算は、現在実施している当市の
地方創生の取り組みをさらに加速していくため、総合
戦略に揚げる将来を見据えた事業に重点を置きます。
国・県補助金や市債など特定財源を積極的に活用し、
財政調整基金の取崩額を極力抑制するなど、健全な財
政運営を心がけた予算として編成しました。

総予算額は前年度比 4.2％の増

一般会計予算総額は、210 億 5,500 万円で、前年
度当初予算に比べ、8 億 5,000 万円、4.2％の増とな
りました。これに特別会計 106 億 1,551 万円と、水
道事業会計 12 億 5,066 万円を合わせた総予算額は、
329 億 2,117 万円となり、前年度当初予算に比べ、4
億 1,866 万円、1.3％の増となりました。

日本一へ「まるかって」GoGo 予算

一般会計予算総額は、210 億 5,500 万円にちなみ、
『日本一へ「まるかって」GoGo 予算』と命名しました。
厳しい財政状況下で、地方創生に市民の方が一丸とな
り結束し、「まるかって」取り組む、本市の姿勢を表
したものです。
※「まるかって」：富士山麓の方言、大勢で束になって。

　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28年度一般会計予算を月収約50万1,400
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。

都市計画税（４億300万円）の使途状況

平成28年度の一般会計予算を
１カ月の家計簿に例えてみると

 都市計画事業（現年度分） （単位：千円）

事業費 構成比 財源内訳
特定財源 一般財源

裾野駅周辺
整 備 費 716,132 36.1% 683,150 32,982

平松深良線
街 路 費 160,418 8.1% 151,450 8,968

都市計画事業
公 債 費 156,417 7.9% 0 156,417

下水道事業
特 別 会 計 950,740 47.9% 427,963 522,777

合 計 1,983,707 100.0% 1,262,563 721,144

＊特定財源……国県支出金、地方債、負担金など

 （単位：円）

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） 250,600 食　　　　費

（人件費） 87,800
雑　 収　 入 
（使用料など） 70,600 医　 療　 費 

（扶助費） 85,100
預金の取崩し 
（繰入金） 27,900 光熱水費・通信費 

（物件費） 154,000
親からの仕送り 

（国・県支出金など） 128,600 家の増改築など 
（投資的経費） 78,600

ローン借入れ 
（市債） 23,700 子どもへの仕送り 

（特別会計への繰出金） 35,900
貯　　　　蓄
（積立金など） 17,800
ローン返済  
（公債費） 42,200

合計 501,400 合計 501,400

都市計画道路▶
平松深良線整備事業　

◀裾野駅西土地
　区画整備事業
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平成28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。28年度に計画した
134 億 1,029 万円の事業の中から、将来投資事業や新規事業、
継続事業の主なものをお知らせします。

※将将来投資事業、新新規事業、継継続事業

（単位：万円）
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　50億7,714万円

事務事業名 事業概要 事業費

継裾野赤十字病院助成事業 市民生活の安心・安全のため、裾野赤十字病院に対し救急医療事業、医療機器購
入費、医師の事務負担軽減を目的とした職員の配置に対して助成する。 7,700 

継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。 3,850 

継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、ケアマネジメントできめ細
かく支援するため、福祉サービス利用者へ計画相談と合わせ一般相談の体制充実
を図る。

2,857 

継地域少子化対策重点推進事業
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、各事業を
実施する。①子育て支援情報発信事業②地域における子育て相談体制強化事業③
みらいのパパママスクール事業④企業、市民との協働による子育てにやさしいま
ちづくり事業

392 

継認証保育所運営事業 子育て環境を整備するため、一定基準を満たす幼児施設を市独自に認証し、運営
費を助成する。 1,100 

将多子世帯子育て支援事業 多子世帯の子育てを支援するため、保育園、幼稚園の利用者負担額を第二子半額、
第三子以降無料にする。 4,000 

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　12億7,141万円
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 

将「学びの森」運営事業
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
域の連携協力の推進 ③児童生徒、保護者との教育相談 を進める。

1,823 

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）の講演を聴いたりするなど、ほんものとふれ合う機会を設定する。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」を同時に実施する。

333 

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　16億9,573万円
事務事業名 事業概要 事業費

継市民協働推進事業
市民活動団体による地域活動の支援のため、各事業を実施する。①市民活動セン
ター運営事業② ( 新規 ) まち・ひと・しごとマッチング事業③協働によるまちづ
くり支援事業

969 

新恋来い支援センター運営委託事業
恋来い支援センターで、結婚相談事業（婚活のためのイベント含む）と、民間が
実施した体験婚活事業（おとなの部活）・出会いの場創出事業（裾コン）の３施
策４事業を統合し、新たに総合支援を行う。

240 

継住民票等コンビニ交付事業
市民サービスの向上を図るため、マイナンバーカードを用いて住民票などをコン
ビニで取得できるサービスを提供する。このためのシステムを構築し、サービス
提供の準備を行う。  

754 

新市一般廃棄物処理基本計画策定事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条に基づき、一般廃棄物を適正に処理す
るため、一般廃棄物処理基本計画を策定する。 600 

継 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や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に対して助成する。 1,965 

新富士山南東消防組合運営事業 富士山南東消防組合の維持管理費用を負担金として支出する。 67,683 
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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　27億3,032万円
事務事業名 事業概要 事業費

継県営林道裾野愛鷹線整備事業 須山地区林道大沢入線から葛山地区林道葛山線を結ぶ約 20㎞の広域基幹林道を
開設し、森林整備（利用間伐など）の促進を図る。 1,628 

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工事に対して助成する。　工事：Ｈ 27～ 28年度 16,284 

新裾野市住生活基本計画等見直し事業 見直し時期を迎える公営住宅等長寿命化計画とあわせて見直しを行う。 400 

新集約都市形成に係る基礎調査事業
都市の現状、特性の把握、将来の都市像および将来人口密度の検討、分析、アン
ケート調査（パーソントリップ）、事業所や企業、学校のヒアリング、市民ワー
クショップ、課題整理と望ましい立地適正、公共交通ネットワークに関する基礎
調査を実施する。

905 

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
地先の道路を整備し、交通の円滑化を図る。 7,500 

継橋梁長寿命化修繕・耐震補強事業 道路橋の安全性の向上や延命化を図るため、定期点検や工事を実施する。地震な
どの大規模災害時でも通行できるように橋の耐震補強工事を実施する。 13,393 

継 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実施する。 3,000 

将都市計画街路平松深良線整備事業
都市計画道路平松深良線のうち３つの工区を継続して整備する。対象工区：①裾
野駅東通りから佐野茶畑線間、②市民体育館前通りから千福公文名線間、③調整
区域の市道 2-18 号線（千福公文名線から久根地内）

21,822 

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。 4,590 

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　1億8,672万円
事務事業名 事業概要 事業費

将住宅建設等促進事業 定住人口の増加や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 

新産業基本計画策定事業 本市の産業が目指す方向性を明確にし、それを実現するための施策を具体的に示
すことを目的とした、商業、工業、観光産業の総合的な振興計画を策定する。 300 

将企業立地促進事業 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
対して助成する。 6,180 

継深良柏木田・西原耕地圃場整備事業 県営による深良柏木田・西原耕地の圃場整備を推進するための市負担金。 1,575 

継地域戦略作物活性化支援事業 薬用作物とそばを地域戦略作物に位置付け、同作物の作付に対する補助を行うこ
とで、耕作放棄地の解消、農産物の６次産業化・新たな特産物の創出を図る。 250 

将屋上緑化推進事業生産者活動助成事業 屋上緑化事業の継続に伴う施設の管理や種苗の育成を行う。 120 

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・施設導入費用や販路拡大を目
的とする展示会出展費用などに対して助成する。 210 

新がんばる中小企業相談事業（空き店舗対策）
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経営
や販路拡大の相談を受け付け、個人の起業推進や中小企業の事業拡大による地域
活性化を図る。（２回程度／月）

600 

新ビジネスコンテスト事業化補助事業
首都圏や地元の大学生、社会人などに当市の資源の視察と、磨かれる前の資源に
着目した新ビジネスを企画提案してもらうことで、創業マインドの向上やビジネ
スマッチングによる地域イノベーションを図る。

150 

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　24億4,897万円
事務事業名 事業概要 事業費

将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ため、県内外へ戦略的な
情報発信を行う。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。

650 

新市ウェブサイトリニューアル事業 見やすく、検索しやすいウェブサイトにするため、全面的なリニューアル作業を
行う。スマートフォンやユニバーサルデザイン、外国語への対応を含む。 1,500 

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次国土利用計画市計画改定を行う。 835 

継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、窓口業務を外部委託する。 2,261 

継みんなで子育てするまち推進事業
子育てにやさしいまちの実現に向けて、地域全体が子育てを応援し、男性も女性
も家庭と仕事の両立ができる機運を醸成するための各種事業を、長泉町と合同で
実施する。

200 

継新斎場整備事業 斎場は、老朽化が著しく更新が必要なため、長泉町と共同で調査・計画を実施す
る。 1,505 
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子ども「裾野のモノ・コト」探検隊に 12人
の小・中学生が参加し、１月から計４回活動し
ました。３グループに分かれてワークショップ
を行い、実際に市内を巡り、地域の方々を取材
しました。
３月 13日㈰に市役所地下多目的ホールで発

表会を開催。“裾野の魅力”としてまとめたも
のを発表し、情報発信しました。

企画政策課
995-1804

あるもの探し・あるもの磨き
子ども「裾野のモノ・コト」探検隊は、市内外での

裾野ファンの拡大をねらいとする、当市の「あるもの
探し・磨き」を行う取り組みです。子ども世代を対象
に、地域の魅力探しや、地域の大人との交流を通して、
地元への愛着を深めます。

３グループで取材！
発見した魅力を発表

１月から 12 人の小・中学生が取材や調査を行った
結果を３月 13 日㈰に市役所地下多目的ホールで発表
しました。市長をはじめ、取材を受けた地域の方々や
参加者の保護者・同級生などが発表を聴きました。

会場には、今までの活動資料の展示や取材先の商品
の試食が行われ、子どもたちの探検の経過を目で見て、
舌でも味わえるおもてなしをしました。

発表内容
Ａグループ 

「一言では表現できない！！裾野」
取材先／不二聖心女子学院、西島冷蔵庫、下和田水沢、

不二家富士裾野工場、富士の里洋菓子店
不二聖心女子学院では、全国で唯一紅茶“ただにし

き”のまとまった栽培をしていること、西島冷蔵庫で
は、ドラマや映画の雪山のシーンが撮影されたことを
知りました。不二家のミルキーやホームパイは富士裾
野工場でしか作っていないこと、富士の里には店主こ
だわりの一品があることなどスイーツや地元の歴史な
どを調査し、発表しました。

Ｂグループ 
「みんなで咲かそう“ウォータースマイル”」
取材先／べじた館ぶっこ、JA ふれあい市、いちごハ

ウス、みしまや
主に農業について調査しました。べじた館ぶっこで

は、豊富な井戸水で作ったホウレンソウやセロリがあ
ること、ふれあい市では野菜を作った方の顔が見える
ため、安心して買えることが分かりました。また、お
いしいいちごを作る農家に注目しながら、高齢化によ
る農業従事者の減少についてまとめました。みしまや
では、地元のものを使って作られた豊富な種類の飲み
物が販売されていることを紹介。当市が水に恵まれて
いることを伝えました。
Ｃグループ 

「愛 Love シティーすその」
取材先／富士サファリパーク、フルヤトモヒロさん、

髙村市長、忠ちゃん牧場
地域で頑張る“人”に着目して発表しました。富士

サファリパークでは、獣医の仕事やサファリパークが
裾野にある理由を知りました。裾野出身のアーティス
トのフルヤトモヒロさんが語る裾野の魅力や、裾野愛
なら誰にも負けない市長を紹介しました。忠ちゃん牧
場では、どぶろくの醸造について学び、挑戦すること
の大切さを発表しました。

子どもたちが発見した魅力
市内外で活用

子ども「裾野のモノ・コト」探検隊は、
今年度も継続して、子どもの目線で裾野
の魅力を発掘し、あるもの磨きで当市を
アピールしていきます。
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子ども「裾野のモノ・コト」探検隊が地域の魅力探し！
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業



市では、創エネ・蓄エネ・省エネ機能がある「スマートハウス」
の普及促進に向け、新エネルギー機器設置事業に対して補助金を
交付しています。この機器は、環境への負荷が少なく、地球温暖
化防止につながり、非常用電源としても利用できます。多様なエ
ネルギーの活用に向けた皆さんの取り組みを支援します。

生活環境課
995-1816

対象機器 概　　要 補助金額

太陽光発電システム
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

住宅用▶一律５万円（３kW
以上 10kW未満に限る）
事業所用▶出力１kwあたり
３万円（上限 20万円） 

太陽熱高度利用システム
住宅などの屋根に設置し、集熱媒体を循環
させる太陽集熱器などで構成され、給湯や
冷房に利用可能なシステム

３万円

蓄電池システム 電気を蓄える機器 １機につき 10万円

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）

EV（電気自動車）や PHV（プラグイン・ハ
イブリット）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とりする
ためのシステム

1機につき５万円

家庭用エネルギー管理シ
ステム（HEMS）

家庭の家電などのエネルギー消費の効率化
を図るシステム 一律１万円

燃料電池システム（エネ
ファーム）

都市ガスや LP ガスから取り出した水素と、
酸素との化学反応で発電し発生した熱を給
湯に活用するシステム

10万円

1

2

3

4

5

6

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

当する方
・市内に住んでいる方または住む予定の方が、本人が

住むために市内の住宅に設置する場合
・市内に事業所がある事業者か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
※市税などの滞納がある場合や集合住宅の共有部分で

電力を使用する場合は、補助を受けられません。

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。事業者が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を設置する

燃料電池システム

補助対象機器と補助額 ※ ●❶～●❻の対象機器を同時に３点以上新規で設置した場合は、
上乗せで３万円の補助が受けられます。

設置工事を始める前に申請を
対象機器の設置工事に着手する前に、生活環境課に

ある所定の申請書に必要書類を添えて申請してくださ
い。申請書は、市公式ウェブサイトからダウンロード
できます。
※機器を設置した後に申請し

ても受け付けできません。
予算額に達した時点で受け
付けを終了します。

場合は、回数に関係なく１事業者につき５台まで受け
られます。
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新エネルギー機器（防災・減災対応型）の設置に補助金交付
申請は機器の設置前に



今月の写真

Photograph ３月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／勝又勤一さん（今里）

「すその発ママチャレ！」が、市民文化センターで行われました。
子育て中の母親たちが講師になり、ハワイアンリトミックやベビー
マッサージなど親子で楽しく学べる講座が行われました。会場は親
子連れでにぎわいました。

市内に住んでいる漫画家ふじきこりさんが『すそのん交通安全紙
芝居』を完成させました。制作には、Line スタンプの収益金が使
われました。紙芝居は交通安全協会裾野地区支部へ寄贈され、交通
安全教室などで使用されます。

しだれ桜と富士山

親子で『アロハ～』� ３月５日すそのんと学ぶ交通ルール� ３月１日

今里の勝又勤一さん方の庭園のしだれ桜が、３月下旬に見ごろを
迎えました。しだれ桜は高さが５m です。3 月 29 日㈫の朝、勝又
さんが撮影した１枚です。富士山との景色を楽しめるように盛土を
して移植したそうです。しだれ桜と富士山のベストショットです。
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Photograph 2016.3

子育てにやさしいまちの実現に向けて�３月17日

裾野市と長泉町は、子育てにやさしいまちの実現に向けて「みん
なで子育てするまちシンポジウム」を開催しました。子育て中のパ
パ・ママや両市町の職員など 200 人余りが来場。男性部下の育児
参加に理解のある上司を目指す「イクボス」宣言を行いました。

災害時支援協定締結� ３月22日

矢崎総業㈱ワイ・シティーと裾野市が「大規模災害時における支
援協力に関する協定」を結びました。酒井均専務取締役総務人事室
長ら関係者 4 人が市役所を訪れ、協定書に署名をしました。救援・
救護活動や帰宅困難者の対応などの支援が行われることになります。

教養講座の発表や体験を実施� ３月６日

生涯学習フェスティバル～ゆうあいプラザ祭～が生涯学習セン
ターで開催されました。同センター教養講座の講座生と利用団体が、
日ごろの成果を披露。華やかな衣装でフラダンスやフラメンコの発
表や、自

じ
彊

きょう
術
じゅつ

（健康体操）の体験などが行われました。

裾野がもっと好きになる！すそのんぱく� ３月12日

「すそのんぱく！」は市内の魅力的なモノ・コト・ヒトと出会い、
つながる体験イベントです。朝 9 時、中央公園駐車場に集まった
ノルディックウォークの参加者は、案内人にポールの使い方を教
わった後、景ヶ島までノルディックウォークに出発しました。

ウィメンズセブンズシリーズ開催決定�３月16日

裾野御殿場ラグビーフットボール協会の代表が市役所を訪れまし
た。6 月 11 日㈯と 12 日㈰の 2 日間、運動公園陸上競技場で「太
陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2016 富士山裾野御殿場大会」
を開催することが報告されました。

第5回アジア大会の金メダルを寄贈� ３月15日

当市出身の成島（旧姓：杉山）亮子さんが、第５回アジア大会砲
丸投げの金メダルなどを須山小学校へ寄贈しました。「郷土の子ど
もたちの励みになればと」と成島さん。須山地区から成島さんに感
謝状が贈呈されました。寄贈品は須山小の玄関に展示されています。
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ごみのないきれいな公共空間や居心地の良い環境づくりを目的に、
市が管理する道路や川、公園などの美化活動を定期的に行うボラン
ティア団体に補助金を交付しています。この事業は、平成 23年に
開始し、昨年度末の時点で 10団体が取り組んでいます。

生涯学習課
992-3800

補助対象の環境美化活動
・活動区域内の空き缶、たばこの吸い殻などの散乱ご

みの収集
・活動区域内の花壇の設置や草花の維持管理
・そのほか環境美化に必要な活動

補助金の交付や保険の加入手続きの支援
活動維持のための補助金を交付します。活動に必要

な物品の貸与や支給、活動の周知などを行い支援しま
す。ボランティア活動保険に加入のため、手続きを行
います。

【補助金限度額】
活動年度 活動区域の面積

300㎡未満 300 以上 600㎡未満 600㎡以上
初年度 ５万円 10万円 15万円

２年度目以降 １万円 ２万円 ３万円

活動までの手続き
①生涯学習課へご相談ください。

活動場所・内容を話し合います。計画書や名簿など
の提出をお願いします。

②内容の合意後、活動開始に向けて支援します。
ボランティア活動保険の加入手続きを行います。補
助金の請求書を提出してください。補助金を交付し
ます。

③環境美化活動を開始します。
補助金を活用し、必要な物品などを購入して活動を
始めてください。活動内容などは、年度末に報告を
お願いします。

● 市内各地で環境美化活動が行われています  

12
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みんなのまちは、みんなできれいに
きれいなまちづくりを推進！

特集５

裾野原緑の会　H25～
◯所呼子区内�河川敷・道路敷

なでしこ 11友　H23～
◯所南小学校付近道路

裾野ウォーキング健康会　H24～
◯所大畑橋付近黄瀬側左岸遊歩道

千福が丘さくらを考える会��H25～
◯所市道1-19号線、�むつみ・みはらし・
千福が丘中央公園、千福が丘小学校

富士山裾野ガイド協会�H25～
◯所富士山資料館�駐車場・道路敷

チャレンジ　H25～
◯所伊豆島田線（中川公園南北）

株式会社エイコス　H25～
◯所エイコス前（新東名今里トンネル付近 )

麦寿会　H25～
◯所マックスバリュ裾野茶畑店南側

きゃべつくらぶ　H23～
◯所石脇親水公園

きれいなまちづくり若狭会　H27～
◯所裾野赤十字病院付近



Information
お知らせ

マイナンバーカードの
交付状況

マイナンバーカードの申請をし
た方には、交付準備ができた方か
ら順に、交付通知書（はがき）を
お送りしています。多くの申請が
されているため、カードの交付ま
で３～５カ月以上かかります。は
がきが届くまで、ご不便をおかけ
しますが、お待ちください。

市民課　995-1812

認知症を語る会

直接会場にお越しください。会
場が、5 月から変更になります。

５月６日㈮ 13 時 30 分～ 15 時
市民文化センター３階33会議室
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

裾野駅のバリアフリー化

高齢者や障がい者をはじめ、誰
もが安全・安心に裾野駅を利用で
きるように、バリアフリーの整備
を行っています。

●西側ホームと中央ホームを結
ぶ通路にエレベーターを２基設
置●中央ホームに内方線付き点
状ブロックを設置●西側ホーム
の屋根の新設と中央ホームの屋
根の延長整備●音声触知案内板
などの設置
平成 28 年度
区画整理課　994-1274

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　

●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、ＤＶなどの相談に応じます。

偶数月 20 日　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
※20 日が土・日曜日、祝日の場合はその直後の平日
市役所 4 階会議室

人権擁護委員（敬称略）

●市民と行政のパイプ役　行政相談委員
　市内には、総務大臣から委嘱された２人の行政相
談委員がいます。国の仕事や手続き、サービスにつ
いて、要望や困っていることがあったときに、行政と
のパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さんか
ら行政への要望などを聴き、アドバイスをしたり、そ
こで明らかになった問題を関係する行政機関へ通知
したりします。市では、毎月、相談会を行っています。

毎月 20 日　
　●偶数月▶ 10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
　●奇数月▶ 10 時～ 12 時
　※ 20 日が土・日曜日、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）

戦略広報課　995-1802人権相談・行政相談人権相談・行政相談

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 湯山 貴志子 芹澤 隆伸

完成イメージ
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インフォメーション

Information

生ごみ処理機器補助金
申請は購入後３カ月以内

４月１日から家庭用生ごみ処理
機器補助金申請の期限が設けられ
ました。補助金の申請は購入後３
カ月以内に行ってください。

ぼかし容器、コンポスト容器、
生ごみ処理機
昨年度に購入した分は、６月
30 日㈭まで受け付けます。
生活環境課　995-1816

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 29 年１月の申
請時に、平成 28 年１月１日から
平成 28 年 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 29 年１月１日に、市に住

民登録があり、県後期高齢者医
療の被保険者の方

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県後期高齢者医療の保険料に未
納がない方

申請期間／平成 29 年１月６日㈮
～ 31 日㈫
社会福祉課　995-1819

春の農作業安全運動

農作業中の死亡事故が多発して
います。春は、田植えなど農業機
械の利用が多い季節です。事故の
多くが、単純ミスによるものです。
基本的な注意事項を確認し、農作
業事故０を目指しましょう。

農林振興課　995-1823

　軽四輪自動車などの税額は自動車検査証
に記載されている初度検査年月に応じた税額
が、適用されます。軽自動車税は毎年４月１
日現在の所有者に課税します。４月２日以降
に廃棄または名義変更を行っても、その年度
の４月１日現在の所有者が納税義務者です。

管理納税課　995-1811

原動機付き自転車・二輪車などの税額

種別 新税額
（年額） 種別 新税額

（年額）

原
動
機
付
自
転
車

排気量 50cc・
90cc 以下 2,000円 軽二輪 総排気量125cc

超 250cc以下 3,600円

排気量 90cc 超～
125cc以下 2,400円 小型特殊

自動車
農耕作業用 2,400円
そのほか 5,900円

ミニカー
（排気量50cc以下）3,700円 二輪の

小型自動車
総排気量
250cc 超 6,000円

 ※排気量に準じた電動バイクなども含む

軽自動車税が変わりま
す

軽四輪自動車などの税額

車輌区分
税額（年額） 重課税額

（年額）※１

グリーン化特例（軽課税率）
平成 27年度に新規取得した一定の環境性能の軽四
輪などに、その燃費性能に応じた軽減課税を導入

初度検査年月が
平成 27年３月
以前の車両

初度検査年月が
平成 27年４月
以降の車両

初度検査年月から
13年が経過した

車両
75％軽減※2 50％軽減※3 25％軽減※4

軽四輪
以上

自家用
乗用 7,200 円 10,800 円 12,900 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円
貨物 4,000 円 5,000 円 6,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円

営業用
乗用 5,500 円 6,900 円 8,200 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円
貨物 3,000 円 3,800 円 4,500 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円

軽三輪 － － 3,100 円 3,900 円 4,600 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

※１電気軽自動車、ハイブリッド車、天然ガス軽自
動車や被けん引車は対象外　※２電気自動車、天然
ガス軽自動車　※３ガソリン車またはハイブリット
車で、平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成かつ
乗用の場合は平成 32 年度燃費基準＋ 20％達成車、

貨物の場合は平成 27 年度燃費基準＋ 35％達成車　
※４ガソリン車またはハイブリット車で、平成 17 年
排出ガス基準 75％低減達成かつ乗用の場合は平成 32
年度燃費基準達成車、貨物の場合は平成 27 年度燃費
基準＋ 15％達成車
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お知らせ

十里木キャンプ場開場

十里木キャンプ場の予約を受け
付けています。開場は、４月 29
日㈮です。

10 月 31 日㈪まで
須山 2427-1
35 サイト
テントサイト▶１泊１張 510 円

　デイキャンプ▶１日１人 100 円
　※市外の方は金額が異なります。

●テントの貸し出し、薪・炭の
販売も行っています。●市政カ
レンダーに開場日は５月１日㈰
と掲載されていますが、４月
29 日㈮に変更になりました。

生涯学習課　992-3800

住宅建設等促進事業
実施方法の変更

市内施工業者と住宅の「新築・
建て替え工事」または「リフォー

ム工事」を契約し行った場合、そ
の経費の一部を助成する制度です。
商品券と現金の支給から、全額現
金の支給に変更になりました。上
限額の変更はありません。
新築・建て替え工事／上限 50 万円
リフォーム工事／上限 20 万円

市に住民登録がある方、新たに
市に住民登録をする方
商工会　992-0057

ハローワークプラザ裾野
開庁日の変更

５月１日㈰からハローワークプ
ラザ裾野（ベルシティ裾野３階）
の開庁日が変更になります。来所
者の少ない土曜日の開庁を減らし、
平日の相談体制を充実します。
閉庁日／第１･ ３㈯㈰、祝日

第１･ ３㈯はハローワーク沼津
をご利用ください。
ハローワーク沼津　931-7336

家庭ごみの出し方の変更

4 月 1 日から家庭から出る蛍光
灯や電球などのごみの出し方が変
わりました。

【蛍光灯・電球・水銀式体温計・
温度計】

資源ごみです。資源の日に青い
コンテナに入れてください。

※長いものは地面に直置き
※割れた蛍光灯・電球や水銀式体
温計、温度計は透明か半透明の袋
に入れる

【水銀式血圧計】
美化センターへ持ち込んでくだ

さい。
生活環境課　995-1816

市の花「アシタカツツジ」を見に行こう市の花「アシタカツツジ」を見に行こう
アシタカツツジは、愛鷹山や天子ケ岳に自生する

珍しいツツジです。形態はヤマツツジに似て、立性・
半落葉性です。おしべは
10 本で花弁は直径３cm
ぐらいで紅紫色です。昭和
47 年９月 22 日に市の花
に指定されました。

商工観光課　995-1825
市指定天然記念物　アシタカツツジ原生群落
　昭和 42 年 12 月 14 日に市指定天然記念物に指
定されました。

9 時～ 16 時 30 分　※入場受付▶ 15 時まで
裾野市須山 2430 番地
十里木高原別荘地の道を
通って見学します。車での
入山は、入口の管理事務所
の指示に従ってください。

富士山遊歩道
　富士山資料館に隣接し、比較的アップダウンが少
なく歩きやすい自然豊かな遊歩道です。５月の中旬
前後には、雄大な富士山を背
景に、アシタカツツジが鮮や
かな紅紫色になります。
※車でお越しの方は、富士山資
料館駐車場をご利用ください。

第24回十里木ふれあいフェスタ
アシタカツツジ祭り2016

アシタカツツジの開花に合わせ、開催されます。
５月 14 日㈯　10 時～ 15 時
十里木南富士別荘中央公園
ステージイベント、フリーマーケット、愛鷹ツツ
ジツアー、飲食屋台、もちまき大会
十里木別荘管理事務所　998-1018

エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン

国道469号
十里木関所跡

富士サファリパーク

富士山資料館

富士山
遊歩道

十里木別荘管理

頼朝の井戸

アシタカツツジ
原生群落

十里木南富士別荘中央公園
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三島市民体育館
トレーニング室の利用

裾野市民体育館の耐震工事のた
め、三島市民体育館のトレーニン
グ室を利用できます。

６月 30 日㈭まで
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

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（市立水泳場内仮設
事務所）　993-0303

富士山世界遺産登録３周年
記念ふるさと富士山芸術展

皆さんから募集した富士山を題
材にした写真、絵画、パッチワー
クなどの作品を展示します。

４月 29 日㈮～６月 26 日㈰
　９時～ 16 時 30 分

※休館日は月曜日と祝日の翌日。
月曜日が祝日の場合は開館
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

しずおか妊娠 SOS
望まない妊娠で悩みを抱えてい

る方が、気軽に相談できます。助
産師などの専門スタッフが相談に
応じます。電話やメールで相談で
きます。

毎週㈬㈯　13 時～ 17 時
941-5006
info@s-ninshin-sos.jp

　（WEB サイト内入力フォーム）
http://www.s-ninshin-sos.jp

不妊・不育専門相談
電話相談

不妊カウンセラーの資格がある
助産師、保健師などが相談に応じ
ます。

毎週㈫㈮　10 時～ 15 時
991-2006

面接相談
　産婦人科医が相談に応じます。

第２・４㈮　10 時～ 15 時 
静岡市内会議室
 ４人（先着順）

県不妊・不育専門相談センター
　　991-2006

https://www.pref.shizuoka.
jp/kousei/ko-140/kokatei/
funinsoudan.html

思春期健康相談室
「ピアーズポケット」
　恋愛や友人関係、性に関するこ
となど、思春期のこころと体の健
康に関するさまざまな相談に、助
産師、保健師などの専門の相談員
や同世代のピアカウンセラーが応
じます。来所、電話、メールで相
談できます。

毎週㈬　13 時～ 17 時
　毎週㈯㈰　10 時～ 17 時 

沼津駅南口商連ビル１階（沼津
市大手町）
952-7530
shishunki@poem.ocn.ne.jp
県こども未来局こども家庭課

　054-221-3309

県母子保健事業関係相談窓口
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お知らせ

中央公園月曜日も開園

中央公園は、４月から月曜日も
開園になりました。
開園時間／８時 30 分～ 17 時
休園日／年末年始

商工観光課　995-1825

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 26 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
５月 12 日㈭

国保年金課　995-1813

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）
５月２日㈪　８時 30 分～
●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

65 歳以上の運動教室
須山コース参加者

５月 11 日、25 日、６月８日、
22 日、７月 13 日、27 日、８
月 10 日、24 日の水曜日　10
時～ 11 時 30 分
須山地区研修センター
市内に住んでいる 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）
４月 25 日㈪～５月９日㈪
富岡、西、深良、東コースは順
次実施

介護保険課　995-1821

5 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

３日㈫ ㈲渡辺設備
☎992-3034

４日㈬ 鈴木住宅設備
☎993-3901

５日㈭ ㈲北住設機器
☎993-1250

７日㈯ 山崎設備
☎997-6766

８日㈰ 高橋設備
☎993-1336

14日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

15日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

21日㈯ ㈲小沢土建
☎992-1401

22日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

28日㈯ パイピング横山
☎992-3329

29日㈰ 植松水道
☎992-4644

データバンク
４月１日現在

８日㈰ 富士裾野高原
マラソン大会

15日㈰ スポーツ祭レクスポ
3種目大会

21日㈯
22日㈰ 五竜みどりまつり

５月　カレンダー

人　口　52,824人� （−200人）
　男　　26,898人� （−104人）
　女　　25,926人� （−96人）
世　帯　21,456世帯�（−6世帯）
内、外国人� 665人�358世帯

５月　税金・料金
納付期限：5月 31日㈫

軽自動車税� 全期分
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今月の救急協力医

5 月前期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈰

旭医院 966-0031 原 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 五十嵐クリニック 934-6700 志下

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松

2 ㈪ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

3 ㈫

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 沼津市立病院 924-5100 東椎路 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

おぐち医院 992-6611 深良

4 ㈬

永野医院 962-4450 大岡

髙遠内科ク
リニック 926-8739 東椎路 静岡医療センター 975-2000 長沢 田中医院 921-2053 高島町

おぐち医院 992-6611 深良

5 ㈭

清流クリニック 941-8688 堂庭 瀬尾記念・慶友
病院 935-1511 下香貫

　島郷
御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 御成橋栄

クリニック 952-2525 八幡町 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

6 ㈮ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

7 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

8 ㈰

なおきクリニック 929-8555 東椎路 守重医院 931-2511 我入道
　江川

かとう内科医院 946-5562 大岡 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

須山診療所 998-0006 須山

9 ㈪ 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

10 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 松原医院 962-1496 白銀町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

11 ㈬ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 西村医院 971-6510 下土狩
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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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小 児 科

12 ㈭ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

13 ㈮ 高桑医院岩波
診療所 997-0486 岩波 鈴木医院 993-0430 佐野 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

14 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

15 ㈰

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

きせがわ病院 952-8600 大岡 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

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 ㈰ 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　

タケダ歯科医院
989-3638  本宿　　

3 ㈫ 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　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿　　

4 ㈬ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

なかがわ歯科
973-7777 長沢　　

5 ㈭ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

永井眼科
980-1777 萩　　　

田中産婦人科医院
971-3541 中央町　

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

8 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

室伏歯科医院
992-2439 公文名　

15 ㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

はとり眼科
987-6789 中土狩　

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　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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勝又　光
ひかる

くん
（３歳・金沢）

渡邉 舞
ま

乙
お

ちゃん
（３歳・富沢）

宮原　葵
あおい

くん
（２歳 11カ月・御宿入谷）

秋山 莉
り

乃
の

ちゃん
（３歳・富沢）

田邉 稟
り

空
く

くん
（２歳 11カ月・千福が丘）

●世界が終わる前に
著：山本弘　東京創元社

●ラストフロンティア
著：楡周平　新潮社

●バラカ
著：桐野夏生　集英社

●カエルの楽園
著：百田尚樹　新潮社

●いつだってともだち
作：内田麟太郎　偕成社

●ガストン
文：ケリー・ディップチオ　講談社

●いけいけ !しょうがくいちねんせい
ぶん：中川ひろたか　小学館

●ひみつのいもうと
文：アストリッド・リンドグリーン　岩波書店一般書

児童書

５月の休館日

●５月の行事予定
おはなしフェスティバル
 ７日㈯ 14時30分～ 図書館２階視聴覚室
 14日㈯ 11時～ 市民文化センター図書室

親子おはなし広場
 10日㈫ 10時30分～ 図書館２階展示室

親子おはなし広場
 17日㈫ 10時30分～ 市民文化センター図書室

ファーストブック
 18日㈬  9時～12時 図書館２階展示室
 25日㈬ 13時～16時 図書館２階展示室

●こども図書館映画会�
と　き／５月 14 日㈯　14 時～ 14 時 54 分
　　　　※開場 13 時 45 分
ところ／図書館２階視聴覚室
上映作品／①おじゃる丸 わすれた森のヒナタ
　　　　　② ハローキティの白雪姫＆バッドばつ丸のアリ

とキリギリス
申し込み／ 整理券を５月７日㈯９時から図書館カウン

ターで家族分のみ配布します。
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。

２日㈪・９日㈪・16日㈪・23日㈪・
26日㈭・30日㈪

森永 ひなのちゃん
（３歳・呼子）

新刊おすすめ本
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うるおいすその
働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

４月９日　第５回富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜まつり
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p07 高齢者在宅福祉サービス
p08 循環バス　すそのーる　時刻表
p10 高齢者のバス・タクシーの利用を助成
p11 土砂災害から命を守る！
p12 お知らせ



� （◎は区長会長）
【西地区】
◎佐々木盛次（石脇）小間勇二（佐野上宿）日吉一成
（佐野本宿）庄司嘉彦（佐野若狭）原川守（佐野二）
市川忠儀（大畑）市野稔（上町）杉本武滿（緑町）福
澤義明（元町）山口邦男（桃園）髙橋次雄（富沢）江
本秋雄（南町）長谷川徹澄（二ツ屋一）原基博（二ツ
屋二）佐々木清男（堰原）大嶽進（伊豆島田）星野俊
雄（水窪）
【東地区】
◎菊田祐一郎（本村上中）鈴木正明（久根）久保秀司
（公文名一）芹澤優次（公文名二）渡邉八郎（公文名三）
田邉正男（公文名四）北風邦彦（公文名五）室伏直人
（三菱）小澤一郎（中丸上）芹澤幸雄（中丸中）芹澤
聰（中丸下）小松静磨（天理町）清水髙德（滝頭）柏
木米藏（本茶）中山繁（道上）髙田正美（峰下市の瀬）
幡野幹也（鈴原）髙嶋嘉男（茶畑団地）関口裕一（青
葉台）室伏雅俊（和泉）勝又明雄（富士見台）飯塚正
博（麦塚）米原弘之（新道）牧野士郎（東町）星野季
夫（本通り）杉山文乃（日の出元町）桑原敏道（本村
下）
【深良地区】
◎宮崎愼一（切久保）小澤克己（町震一）大庭良三（町
震二）小屋松明（舞台団地）渡邊一弘（南堀）倉重英
明（和市）羽田文昭（遠道原）佐久間昇（柳端団地）
林光男（上原）勝又明（上原団地）髙橋伸至（原）小
林壽仁（上須）大庭満治（深良新田）湯山將也（岩波）

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
方面で活躍する皆さんをご紹介します。
� （敬称略）

【富岡地区】
◎古田多津彦（御宿新田）渡辺偉佐夫（千福）湯川史朗
（御宿平山）市川久高（御宿上谷）阿保秀樹（御宿坂上）
宮下明人（御宿入谷）大河内正昭（上城）望月裕之（中
村）杉本充（下条）小山政美（中里）芹澤保（田場沢）
北原秀美（森脇団地）柏木博光（上ケ田）小林政則（金
沢）勝又幸雄（今里）杉山賀春（下和田）鈴木正弘（呼
子）須田泰弘（矢崎）宇津明範（トヨタ）小川和雄（御
宿台）小俣博（千福が丘）加藤裕嗣（千福南）
【須山地区】
◎根上松太郎（須山二）渡邉博夫（須山一）土屋二三
士（須山三）横山芳文（須山四）瀧本建夫（須山六）

【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）古地剛（佐
野二）渡邉貢孝（富沢）渡邉雅也（佐野本宿）土屋隆
彦（緑町）
【東地区指導員】
渡辺憲弘（公文名一）高田泰寛（麦塚）中野一利（本
村下）持田真由紀（峰下）高橋宗尚（青葉台）岩﨑昭
彦（青葉台）飯塚直人（麦塚）
【深良地区指導員】
藤井里美（町震一）狩野茂夫（南堀）林一郎（和市）
勝又勝美（上須）渡邊佑介（岩波）渡邊明夫（上原）

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役
� 85 人

� 会長　菊田祐一郎

区長連合会

交通安全と
事故防止を導く
� 38 人

� 会長　藤井　里美

交通指導員会

▲区長連合会総会
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【富岡地区指導員】
八木健二（上ケ田）小林一光（千福が丘）滝井敏治（御
宿新田）小島進（呼子）八木榮一（御宿上谷）勝又豊
伸（上城）臼井正明（今里）前田雅利（御宿台）
【須山地区指導員】
菅沼正光（須山三）土屋英司（須山二）渡邉英樹（須
山一）佐藤三郎（須山六）
【女性指導員】
山本淳子（桃園）安達めぐみ（富沢）鈴木つる代（千
福が丘）杉本園子（佐野二）

【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）津田隆雄（公文名四）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）大
山茂之（青葉台）杉山富三代（女性）
【深良地区指導員】
釜洞文夫（町震一）小見山和弘（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）
杉山和雄（上原）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）松崎英親（中里）勝又高（呼
子）川口功（今里）眞田貞一（下和田）佐々木秀和（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）軽石彦之（須山六）佐藤寿
恵子（女性）

【消防団本部】
団長／今関正興（元町）副団長／二ノ宮善明（緑町）
伊東秀哉（元町）本部長／藤森勤（上原）本部部長／
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）山本
貴一（茶畑）木村典由（御宿）女性消防部長／井上雅
美（葛山）
【分団長】
西分団／林卓（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／渡辺光（御宿）須
山分団／荻田泰久（須山一）

防災力の向上と
自主防災の活性化
� 45 人

� 会長　杉山　信行

地域地震防災指導員会

私たちの生命と
財産を守る
� 236 人

� 団長　今関　正興

消　防　団

▲交通指導員会年頭視閲式
◀消防出初式

起震車の体験▶
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【敬称略】

と　き テーマ 講　師　

第１回
７月９日㈯

第１部 最善のがん治療を受けるには 山口 建（総長）

第２部
がん検診　─症状のない時にこそ受けるもの─ 宮木 裕司（検診センター医長）
がんの新しい免疫療法 秋山 靖人（免疫治療研究部長）

第２回
８月20日㈯

第１部 膵臓がん　～最新の治療とその進歩～ 上坂 克彦
（副院長兼肝・胆・膵外科部長）

第２部 がん患者さんに必要な歯と口のケア 百合草 健圭志（歯科口腔外科部長）

第３回
９月10日㈯

第１部 胃がんの診断と内視鏡治療 小野 裕之（副院長兼内視鏡科部長）

第２部 肝臓がん　～肝炎とのかかわりと治療の現状～ 森口 理久
（IVR 科・京都府立医大消化器内科助教）

第4回
10月15日㈯

第１部 大腸がんの手術療法　～最新の知見をふまえて～ 絹笠 祐介（大腸外科部長）

第２部 適切な治療を受けるための乳がん診断
　　～検診からステージング（進行度分類）まで～ 植松 孝悦（生理検査科部長）

第５回
11月19日㈯

第１部 肺がんを見つけたり、診断するために知っておき
たいこと 遠藤 正浩（画像診断科部長）

第２部 抗がん剤治療　�～肺がん治療の進歩～ 村上 晴泰（呼吸器内科医長）

第６回
12月17日㈯

第１部 緩和ケアとは 大坂 巌（緩和医療科部長）
第２部 感染症から身を守る 倉井 華子（感染症内科部長）

第７回
１月21日㈯

第１部 子宮がんの予防と治療 平嶋 泰之（婦人科部長）
第２部 高齢社会とがん医療 玉井 直（病院長）

各回とも第３部に「質疑応答・タウンミーティング」を開催します。第１部 13：00～、第２部 13：50～、第３部 14：40～

【時間・会場】
●開場 12：20、開講 13：00、終了 15：40ころ
●三島市民文化会館大ホール（三島市一番町）
【受講料】
無料（事前登録制、１回のみの受講可能）
【申し込み方法】
①郵便番号・住所②氏名③生年月日（西暦）④年齢�
⑤性別⑥職業（学校名）⑦電話番号⑧ファクス⑨Ｅメー
ルアドレスを記入し、はがき、ファクス、Ｅメールで
お申し込みください。

申し込み先／静岡新聞社・静岡放送東部総局業務部
「静岡がんセンター公開講座」係
〒 410-8560　（住所記入不要）５階

962-6752
toubugyoumu@shizuokaonline.com

※�ファクス・Ｅメールとも、件名に「静岡がんセン
ター公開講座」と明記。受け付け後、受講証を郵
送。三島市民文化会館窓口でも申し込み可

【問い合わせ】
静岡新聞社・静岡放送東部総局業務部　 962-6520
（土・日曜日、祝日を除く９時～ 17時）

第 13弾　静岡がんセンター公開講座 2016「知って納得！ が
ん治療」を三島市で開催します。同センターの医師らが、治療方
法や予防、検診など、がんに関する最新情報を解説するほか、質
疑応答とタウンミーティングを行います。
※この講座は「すその健康マイレージ」対象です。

健康推進課
992-5711
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健康推進課
992-5711

すその健康マイレージは、講座やイベントなどに参加して自分の
健康づくりに役立てながらマイルを貯めていくものです。15マイ
ル貯めると「施設割引券 500円分」と「ふじのくに健康いきいきカー
ド」を差し上げます。

すその健康マイレージとは

生涯にわたって健康的に過ごすためには、健康的な
食生活・運動習慣・定期的な健診・積極的な社会参加
の要素が大切です。すその健康マイレージはその 4
つの要素を取り入れた事業に参加し、自分の健康づく
りに役立てながらマイルを貯めていくものです。
●貯めたマイルは
①市主催の事業以外でもマイル付与の対象となります。
15マイル貯まると特典があります。

②達成者受け付けの際に、希望者には 2枚目以降の
カードを交付します。２枚目以降の達成者には、抽
選で協力店提供の景品が当たります。

対象者▶平成 28年 4月 1日時点で市に住民登録があ
る 18歳以上の方

すその健康マイレージへの参加方法

●参加者受付
参加を希望する方には「健康マイレージカード」を

発行します。
受付期間▶平成 29年２月 17日㈮まで
カード発行▶健康推進課、市役所 (社会福祉課、障が
い福祉課、国保年金課、介護保険課、受付 )、生涯
学習課、各支所 (深良・富岡・須山 )、鈴木図書館、南・
北児童館、ヘルシーパーク裾野

※市健康診査受診票同封物、市公式ウェブサイトダウ
ンロード、本紙掲載のカードを切り取りしたものも
利用できます。

●マイルを貯める
市で主催している教室や相談、検診、ボランティア

などに参加した際にマイルを付与します。他市町、民
間、所属団体主催の事業でも自己申告でマイルを付与
します。自分の生活改善目標を設定し、目標の実践状
況を記録した場合もマイルが貯まります。
マイル付与期間▶ 4月 25 日㈪～平成 29 年 2 月 17
日㈮

●達成者の受付
15 マイル貯まると達成となります。特典と引き換

えできます。
受付期間▶平成 29年 2月 24日㈮まで
受付場所▶健康推進課、社会福祉課
特典▶①施設割引券（グリーンカフェ花麒麟またはヘ
ルシーパーク裾野の 500 円分）を進呈

②ふじのくに健康いきいきカード（提示して県内の協
力店で優待を受けるカード）を進呈

●２枚目以降のカードを達成した方は抽選で景品が当
たる
達成者受付時に希望すると 2枚目以降のカードを

交付します。2枚目以降のカードを達成した方は、抽
選で協力店提供の景品が当たります。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。
※協力店提供景品の抽選は健康推進課で行い、当選者
へは後日連絡をし、取りに来てもらいます。

協力店提供景品抽選日▶第 1回目／ 7月 13日㈬、第
2 回目／ 11 月 16 日㈬、第 3 回目／平成 29 年 3
月 3日㈮

▶
点
線
で
切
り
取
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い

ふりがな

氏名� （　　　　）歳

住所　〒　　　－　　　　

裾野市

電話　　　　　 （　　　　　 ）
裾野市健康推進課（☎ 055－992－5711）

✂

✂

平成28年度

マイレージカード
すその健康マイレージすその健康マイレージすその健康マイレージすその健康マイレージ

マイルを貯める期間
平成 28年 4月 25日～平成 29年 2月 17日
景品と交換する期間
平成 28年 4月 25日～平成 29年 2月 24日
景品抽選日
平成 28年 7月 13日、11月 16日
平成 29年 3月 3日

すその健康マイレージとは 特集３

『すその健康マイレージ』参加者募集
すその健康マイレージに参加して、健康と景品を手に入れよう！
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1枚目のカードに 15マイル貯まると「施設割引券 500円分」と「ふじのくに健康いきいきカード」と交換できます。
2枚目以降のカードに 15マイル貯まると協力店提供の景品が当たる抽選に応募できます。

ご利用はご本人のみになります。
15マイル貯まったら健康推進課
もしくは社会福祉課へお越しください。

✂

✂

スタート時の加算マイル
適　　応 付与マイル数 備　　考

① 70歳以上 2マイル
★①～③を併用する場合は最
高3マイルまでとなります。

★加算マイルは1枚目のカー
ドのみです。

②同居家族 2人以上での参加 2マイル

③グループ（職場、友人、サークル仲間など）5人以上で
の参加 2マイル

定期的な健康チェックでマイルをゲット
適　　応 付与マイル数 備　　考

特定健康診査・後期高齢健康診査
2マイル
★結果が全て異常なし⇒ 2マイル加算
★ 6～ 8月に受診⇒さらに 2マイル加算

★職場などで受診し
た場合も左記に準
じてマイルを付与
します。ただし、
6 ～ 8 月に受診
した場合のマイル
加算はありません。

成人健康診査
（肝炎ウイルス検査・がん検診）

胃・大腸・肺がん検診⇒ 2マイル
肝炎・前立腺・子宮・乳がん検診

　⇒ 1マイル
★ 6～ 8月に受診⇒さらに 2マイル加算

特定保健指導 初回指導時に 2マイル、６カ月継続者に
2マイル

人間ドック・脳ドック 2マイル

成人歯周疾患検診・妊婦歯科疾患検診 2マイル

生活改善への取り組み、教室や相談などの利用でマイルをゲット
適　　応 付与マイル数 備　　考

『無理なく　こつこつ　健康貯金』
生活改善の目標を決める

⇒１マイル
目標の実践状況を記録する

⇒１カ月ごとに１マイル

★教室などは市主催の事業に
限らず、誰でも参加できる
他市町や県主催の事業、企
業などが主催する事業も対
象となります。

★参加した日付と内容を記録
しておいてください。

健康に関する教室・相談への参加 1回参加ごとに 1マイル

講演会・イベントへの参加 1回参加ごとに 1マイル

ボランティアへの参加 1回参加ごとに 1マイル

特集３

すその健康マイレージ



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高齢者を介護している方、閉じ
こもりがちな方、要介護になるおそれがある方を対象としたサービス
があります。各サービスの担当課で手続きをして、ご利用ください。
※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 備　考 担当課

軽度生活援助 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 円と派遣
者の交通費を負担して
ください。

社
　
会
　
福
　
祉
　
課

配食サービス 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円です。

緊急通報システム
一人暮らし高齢者、または�
一方が寝たきりの高齢者のみ
の世帯など

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

使用時に電話料金がか
かります。

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

理美容代金を負担して
ください。

日常生活用具
の給付・貸与

一人暮らし高齢者、または�
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。

負担額は、生計中心者
の前年所得税額によっ
て異なります。

ひとり暮らし
高齢者訪問 一人暮らし高齢者の方

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

―

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
カ月以上介護している方

寝たきり高齢者など 1 人に付き 1 カ月
5,000 円を支給します。 ―

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以上の方

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
税額で助成限度額が異
なります。

はり灸
きゅう

マッサージ
治療費の助成

４月１日時点で市住民登録が
ある、70歳以上の方

市内の登録された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。

治療費の差額を負担し
てください。

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。　※祝日を除く㈪・㈬・㈮

1 日 500 円（おやつ
代含む）、食事代は別
途必要です。

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

負担額（材料費）は、
教室によって異なりま
す。

住宅改修支援事業
介護が必要な高齢者の方で介
護保険サービスを利用してい
ない方、その世帯

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。

―

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

高齢者の方

ストレッチや筋力アップの体操、脳トレな
どを行います。

―地区サロン 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。

歯や口の健康相談 市内に住んでいる方
ブラッシング方法、歯間ブラシの使い方、
入れ歯の手入れなど歯や口に関する相談を
行います。　※予約制

― 健康推進課
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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 28年度はダイヤの改正はありません。

▶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

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

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。
乗車区間によって異なります。

※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

バスの運行についての問い合わせ
富士急シティバス本社営業所　 921-5367
市内の主要路線バスの時刻表【市公式ウェブサイト】

http://www.city.susono.shizuoka.jp/ss/access/

★……土・日曜日、祝日は運休
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循環バス　すそのーる　時刻表
富士急高速バス麦塚バス停を新設



企画政策課
995-1804

富岡・深良循環

富士急高速バス（東京行・新宿行）

▶東京行
バス停 毎日 毎日 平日 毎日 毎日

千 福 下 5：58 8：２8 ９：２8 ９：２8 １0：58１３：58

裾野市民文化センター前 ６：05 8：３5 ９：３5 ９：３5 １１：05１４：05

トヨタ自動車東日本前 ６：１２ 8：４３ ９：４３ ９：４３ １１：１３１４：１３

六 本 木 ヒ ル ズ ー ー ー １１：１９ ー ー

東 京 駅 ７：5９ １0：３0 １１：３0 １１：４４ １３：00１６：00

▶新宿行
バス停 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日

千 福 下 ６：４8 － 8：４8 － １0：１６ １5：２8 １8：２8
麦 塚 － ７：４5 － ９：４5 －  －  －
裾野市民文化センター前 ６：55 ７：55 8：55 ９：5２ １0：２１ １5：３３ １8：３３
トヨタ自動車東日本前 ７：0３ 8：0４ ９：0３ １0：00 １0：２8 １5：３8 １8：３8
渋谷マークシティ 5 Ｆ 8：４0 ９：４１ １0：４0 １１：３７ １２：00 １７：１0 ２0：１0
バ ス タ 新 宿 ９：05 １0：0６ １１：05 １２：0２ １２：２5 １７：３5 ２0：３5

▶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

※紙面の都合上、一部のバス停のみ掲載しています。
※道路事情などで運行時刻が前後する場合があります。
※名称を略しているバス停があります。

※年末年始（12 月 29 日～１月３日）は、全便運休
します。

裾野地区から得ダ値キップ（２枚）▶ 3,400 円　
　※平日限定は（２枚）3,000 円

裾野市民文化センター前は専用無料駐車場あり
　第１Ｐ▶裾野商工会館南側（34台）
　第２Ｐ▶遠道原交差点東側（15台）

麦塚バス停を新設しました。新宿行きは、バスタ新宿（新宿駅南口）に乗り入れます。

土・日
祝日
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すそのーるの運行区域外に住んでいる高齢者の方に、市内を
運行する路線バスとタクシーで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。

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 21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 29年３月 31日
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。他の助成券、クーポン券などとの併
用はできません。

その他／他人（家族・親族を含む）への譲渡、換金は
できません。

乗降場所のどちらかが市内なら利用可

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
995-1804

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。今年度利用できる助成券は黄色です。
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。

5/18 ～ 5/20 は支所で受け付け

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 18日㈬　9:00 ～ 12:00 須山支所
5月 19日㈭　9:00 ～ 12:00 深良支所
5月 20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】
●マイナンバーカード
●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
写真付きの証明書・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

見本
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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



近年、台風や集中豪雨などで多くの土砂災害が発生しています。
これから、梅雨や台風が多い時期になり、土砂災害が起こりやすく
なります。市で作成している土砂災害ハザードマップや気象庁・県
のホームぺージを活用し、土砂災害の被害から身を守りましょう。

危機管理課
995-1817

土砂災害ハザードマップを確認

台風や集中豪雨などで、全国各地で毎年約 1,000
件の土砂災害が発生しています。これから梅雨や台風
の多い時期になります。この時期は、特にがけ崩れと
土石流に注意してください。土砂災害の被害を防ぐた
めには、一人ひとりが土砂災害から身を守れるように
備えておくことが重要です。
土砂災害ハザードマップを確認し、土砂災害のおそ

れのある区域の把握と避難場所などを確認してくださ
い。

早めの避難行動を心がけましょう

避難場所へ移動する際（水平避難）は、避難路の安
全確認と、雨の降り方などの気象状況に注意しましょ
う。浸水箇所では、側溝や水路に注意が必要です。長
い棒を杖の代わりにし、安全を確認しながら歩きま
しょう。避難するときは、動きやすい格好で、２人以
上での避難を心がけることが大切です。
市では、気象警報（大雨警報）が発表された場合、

避難所を２カ所開設します。
●東小学校体育館
●須山コミュニティセンター（須山支所）
住んでいる地区の自主防災会が開設する、地区公民

館などへの避難もあります。夜間や避難する時間がと
れない場合は、自宅や近隣の建物の２階以上へ一時避
難し（垂直避難）救助を待つ避難方法もあります。
避難経路や避難場所について、日ごろから家族で話

し合いましょう。

土砂災害情報の伝達経路

インターネットで土砂災害警戒情報を確認

土砂災害警戒情報は、過去の降雨と土砂災害の実績
から見て避難レベルに達した市町を特定し、県と静岡
地方気象台が共同で発表する防災情報です。発表され
たときは、「いつ土砂災害が起きてもおかしくない」
という非常に危険な状態です。
気象庁や県のホームページから土砂災害警戒情報を

自分で確認することができます。
●土砂災害警戒情報の確認
気象庁ホームページ

http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
●避難レベルに達した地区、降雨状況の確認
県統合基盤地理情報システム（GIS)

http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?mp=9004-1&
※�県砂防課のホームページ内にある「土砂災害警戒
情報」のバナーをク
リックするとアクセ
スできます。

県
静岡地方気象台

市

報道機関
まも
メール

県

NHK

市民の皆さん

配
信

電
信

d データ
放送

Lアラート

防災行政無線
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土砂災害から命を守る！
防災気象情報を収集して早めの避難行動を
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市指定給水装置工事
事業者の追加

次の業者を新たに追加しました。
●㈱Y’s･planning
〒 411-0811�三島市青木 216-41
TEL�941-7261
上下水道課　995-1834

裾野駅前パーキング
回数券などの払い戻し

　裾野駅前パーキングは、裾野駅
西土地区画整理事業に伴い、運営
を終了しました。前売りの回数券
やプリペイドカードの払い戻しを
行っています。商工観光課でカー
ドなどをお持ちになり手続きをし
てください。
平成 33年３月 31日㈬
商工観光課　995-1857

蚊とハエ用薬剤の無料配布

　蚊とハエをなくす実践運動とし
て、防疫用錠剤を無料で配布して
います。
配布場所／生活環境課・各支所
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
せないための錠剤です。

配布個数／１世帯２袋まで（１袋
２錠入り）
８月 31日㈬
生活環境課　995-1816

国際博物館の日

　５月 18日は国際博物館の日で
す。この日を記念して、富士山資
料館では、来館者にオリジナル缶
バッジをプレゼントします。
５月18日㈬　９時～16時30分
富士山資料館
富士山資料館　998-1325

電話相談
「こども・家庭 110 番」

　県では、保護者が抱える悩みな
どの相談に応じる「こども・家庭
110 番」を設置しています。電
話で、子どもの問題や親子関係な
どの家庭に関する問題、子育て全
般について相談できます。
　秘密は堅く守り、匿名での相談
も受け付けます。
平日▶９時～ 20時

　土・日曜日▶９時～ 17時
※祝日と年末年始を除く
相談電話番号／ 924-4152
子育て支援課　995-1841

戦没者の遺族の方に
第 10 回特別弔慰金を支給

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、次の順位
で遺族の方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
⑶①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
⑷⑶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年以上生計関係があった
方のみ
平成 30年４月２日㈪
社会福祉課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
社会福祉課　995-1819

４月から国の制度が変更され、年収約360万円未満の多子世帯とひと
り親世帯の保育園・幼稚園の保育料が軽減されます。市では、駿東３市３
町で連携し、多子世帯への保育園・幼稚園の保育料軽減をさらに拡大し
ます。
【当市の保育料の軽減措置】
●第２子は半額、第３子以降は無償とします。年収による制限を行
いません。

●年収約 360 万円未満のひとり親世帯などは、第１子半額、第２
子以降無償とします。

※子どもの数え方：保護者が扶養している最年長の子どもを第１子
とし、順にその下の子を第２子、第３子と数えます。
子ども保育課　995-1822

保育園・幼稚園保育料の新軽減措置
第２子半額、第３子以降無償に

（お詫びと訂正）広報すその４月 15日号３ページの特集１の文中に誤りがありました。お詫びして訂正します。
（正）鈴木副市長の任期は平成 32年３月 31日までの４年間です。12
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お知らせ

市民無料相談

５月 20日㈮　10時～ 12時
※受付▶終了時刻の 20分前まで
市役所４階会議室
●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

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

「ギャラリーぷらざ」の利用

　公共的団体などの方は、イベン
トや展示などに使用できます。
開館時間／ 10時～ 17時
　※年末年始と月曜日の祝日を除く
沼津市大手町１-１-３

　沼津市商連会館ビル１階
面積／約 75㎡（間口 12.5m×奥
行き６m）

貸し出し備品／パネルボード、
長机、パイプ椅子、テレビ、
DVDプレーヤーなど
県東部県民生活センター労政

班　951-8215

富士スピードウェイ
無料入場デー

市内に住んでいるか通勤・通学
している方とその同伴者は無料で
入場できます。ゲート係員に証明
できるものを提示してください。
５月 14日㈯・15日㈰

対象レース／全日本フォーミュラ
３選手権�第３戦・第４戦、富
士チャンピオンレースシリーズ
第２戦
富士スピードウェイ

　0550-78-2312

サッカー「JFAアカデミー福島」女子チームを応援しよう！
運動公園などでホームゲームを開催
　「JFAアカデミー福島」は、東日本大震災後に福
島県から静岡県内に一時避難し、昨年から当市の帝
人アカデミー富士で活動しているサッカーの女子
チームです。

　同チームのホームゲームが行われます。入場は無
料です。応援にお越しください。

JFAアカデミー福島　995-1822

●チャレンジリーグ
とき（キックオフ） ところ 対戦相手

５月� ７日㈯（13：00） 御殿場市陸上競技場 バニーズ京都 SC
５月 28日㈯（14：00） 運動公園陸上競技場 NGU名古屋 FCレディース
６月� ５日㈰（11：00）

御殿場市陸上競技場
福岡 J・アンクラス

６月 19日㈰（11：00） 新潟医療福祉大学女子サッカー部
７月� ３日㈰（14：00） 運動公園陸上競技場 静岡産業大学磐田ボニータ

７月 17日㈰（11：00） 時之栖スポーツセンター�
裾野グラウンド バニーズ京都 SC

●U-15 なでしこアカデミーカップ
とき（キックオフ） ところ 対戦相手

６月� ４日㈯（14：30）
帝人アカデミー
富士グラウンド

ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ
７月 10日㈰（10：00） JSC�LUMIERE
８月 21日㈰（10：00） ジュビロ磐田レディース
９月 22日㈭（14：30） 伊賀フットボールクラブ＜ノーサテライト

13
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銃砲刀剣類登録審査会

　警察署に銃砲刀剣類発見届けを
提出後、登録審査を受けてくださ
い。
５月 17日㈫　９時 30分～ 11
時 30分（受付時間）
県東部総合庁舎別館４階第３会
議室（沼津市高島本町）
新規登録１件につき 6,300 円

（県収入証紙）
登録希望の銃砲刀剣類、刀剣類
発見届出済証、身分証明書（運
転免許証など）、費用
県文化財保護課

　054-221-3158

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
催に伴い、開場周辺の道路で交通
規制が行われます。
５月８日㈰
車両通行止め▶９時 30 分～
12時 30分
片側通行▶ 10時～ 12時
運動公園周辺

富士裾野高原マラソン大会実行
委員会（杉山）　

　090-4402-2293

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 ●
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）

国保高齢受給者証交付会

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 26日㈭

　10時 20分～ 11時 30分
福祉保健会館研修室
昭和 21年５月２日～６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

議会報告会

と　き ところ

５月19日㈭
18時～20時

須山地区研修セン
ター、深良支所、
南小学校

５月25日㈬
18時～20時

富岡支所、東地区�
コミュニティセンター、
二本松公民館

３月定例会での予算審査の報告
や市民の皆さんと意見交換

意見交換テーマ／公共交通（生活
の足の確保）のあり方について
議会事務局　995-1839

裾野駅西土地区画整理事業の
事業計画の変更

市役所

裾野駅

変更前 変更後

区画整理課　994-1274

３月１日㈫に、裾野駅西土地区画整理事業の事業計画を変更（第２
回変更）しました。
施工期間／平成 15年２月 17日～平成 42年３月 31日
総事業費／ 190,2 億円

14
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お知らせ

五竜みどりまつり

５月 21日㈯　９時～ 16時
　　　22日㈰　９時～ 15時
中央公園
模擬店、植木の展示・販売、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
例年、４月中旬から５月中旬ま
で皆さんから寄付されたこいの
ぼりを中央公園に飾っています。
不用なこいのぼりがある方は、
観光協会へお持ちください。
観光協会　992-5005

富士のふもとの大博覧会

富士山周辺市町のグルメなどの
ブースが勢ぞろいします。“すそ
のん”をはじめ、ご当地キャラも
集合します。
５月 21日㈯・22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】

と　き ところ

21
日

10：30～ ご当地キャラ
大集合

14：00～ 富士のふもとの
「新商品賞」

22
日 9：40～

富士のふもとの
「グルメコンテスト」
「新商品賞」表彰式

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

「森の学校」参加者

６月５日㈰　９時～ 15時
箱根接待茶屋の森（集合：８時
45分に三島市役所駐車場）
小学生以上の方

　※小学１～３先生は保護者同伴
頭と体を使い、遊びながら森と
水の生き物を学びます。

講師／福田正浩さん（ネイチャー
ガイド）
弁当、飲み物、タオル、軍手、
雨具（服装は長袖、長ズボン、
歩きやすい靴、帽子）
５月 25日㈬
箱根山組合　976-1013

976-1043

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（吊上げ荷重１t 以
上５t 未満）●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
圧電気特別教育、職長・安全衛
生責任者（建設業対応）●パソ
コンコース▶パソコン入門、
ワード基礎 ･活用、エクセル基
礎・活用、パソコン財務会計、
夜間パソコン入門、夜間ワード
基礎 ･活用、夜間エクセル基礎
･ 活用、夜間デジタルカメラ
●カルチャーコース▶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

まもメールに登録を！〜緊急情報を配信〜まもメールに登録を！〜緊急情報を配信〜

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
方の行方不明の情報
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
登録方法
　ブラウザのアドレス欄に
http://io.dataest.jp/ems?id=c-
susono と入力し、画面表示に
従って登録してください。端末
に二次元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。
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市民の皆さんの安全を
守るための情報を配信する緊急情報メールです。
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アフリカへ毛布をおくる運動
毛布の回収

アフリカの温度差の激しい地帯
に住んでいる方や内戦・自然災害
で家を失った方などに毛布を送り
ます。毛布の寄付にご協力をお願
いします。
５月 14日㈯　９時～ 11時
市役所駐車場東側

　【毛布の種類】

大きさ／シングルサイズ（140
× 200cm）以上の毛布

素材／アクリル、ポリエステル、
シルク、マイクロファイバー、
ウールなど
●協力できる方は輸送代金
1,000 円もご負担ください（毛
布のみでも可）。●使用した毛
布は洗濯してからお持ちくださ
い。●綿毛布や破損、汚れのあ
る毛布、布団、タオルケットな
どは送ることができません。
明るい社会づくり運動裾野地区
協議会（林）992-2406

世界の高校生を
家庭に迎えませんか？

AFS は国際的なボランティア
団体で、海外からの留学生を地域
コミュニティに受け入れ、より良
い異文化体験ができるようサポー
トしています。
３～ 10 カ月間、留学生を家族

に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
できる家庭を募集しています。

AFS 日本協会富士山支部
　（栗原）981-6450

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

Q 「近所で工事をしているので、今なら無料で
屋根の点検をする」と言い、業者が訪問して

来た。点検後、「このままでは雨漏りするので、屋
根全体を修理した方が良い」と言われ、工事の契約
をした。冷静に考えると、信用できないのでやめたい。

Ａ 突然自宅を訪問し、「屋根を修理しないと大
変なことになる」と不安をあおり、その場で

契約を結ばせる相談が多く寄せられています。訪問
販売で契約した場合、契約した日から８日間はクー
リング・オフ（無条件解約）できます。瓦が浮いて
いるなどの説明が事実でない場合もあるので、その
場で契約せず、家族や周囲の方に相談してください。
工事を頼むときは、複数の業者から見積もりを取る
ことも大切です。訪問販売の場合、工事が終わって
いてもクーリング・オフできる場合がありますので、
不安なときはすぐにご相談ください。

契約とは何でしょう？
　次のうち契約はどれでしょうか。
①店で洋服を買う②アパートを借りる③自動販売機
でジュースを買う④友達と遊ぶ約束をする　
　さまざまな場面で「契約」をする機会があります。
契約は、法的な責任が生じる約束のことです。未成
年の場合で保護者の同意を得ない契約は、取り消す
ことができますが、成年になると自分の責任で契約
することになります。契約は、客（消費者）と店（業
者）がお互いに合意したときに成立します。
　原則として口約束でも契約は成立するので、契約
するときは、よく考えてから契約してください。困っ
たときやおかしいと感じたときは、消費者センター
に相談してください。

消費生活センター
995-1854答え：④以外全部
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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
10日㈫ 17：00 ～ 19：45
17日㈫  9：00 ～ 11：30
25日㈬ 13：00 ～ 15：30
30日㈪  9：00 ～ 11：30

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
17日㈫  9：00 ～ 11：30
30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。

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※ 9・16・23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 23日㈪
13：00～15：00 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 13日㈮18：00～18：30
20日㈮  8：45～ 9：00 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 16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 ９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 11日㈬・27日㈮
13：00～15：00

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か月児
育児教室

10日㈫　９：00～９：15
平成27年11月生まれの方

１歳６か月児
健康診査

17日㈫　13：00～13：30
平成26年11月生まれの方

２歳児
親子教室

24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

12日㈭　13：00～13：15
平成25年11月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭　13：00～13：30
平成25年５月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

内科 外科 内科 内科 整形 内科 内科
8 9 10 11 12 13 14

整形 内科 内科 内科 整形 内科 内科
15 16 17 18 19 20 21

内科 内科 内科 外科 内科 整形 内科
22 23 24 25 26 27 28

外科 内科 内科 内科 内科 整形 ※
29 30 31

内科 外科 内科
※28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
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今月の救急協力医

5月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈪ 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

17 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 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

18 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

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 ㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

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

22 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 西方外科医院 921-1333 共栄町

柿田川医院 973-3601 柿田 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿

23 ㈪ 杉山医院 972-3223 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

24 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 西村医院 971-6510 下土狩

25 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

26 ㈭ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

27 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18
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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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野　　

29 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩　

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

日 内 科 外 科 小児科

28 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

29 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

森医院 966-2017 石川 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

田中クリニック 992-1881 伊豆島田

30 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

31 ㈫ 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑
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須山村の村名について

須山村の名称は、須山・巣山・珠山・素山・深山
などさまざまに表記されていました。明治７年
（1874）５月 19日、当時の第１大区第３小区であっ
た深山村の副戸長土屋佐久太から、静岡県令大迫貞
清に「村名改正之義ニ付願書」が出されています。
その内容は、「当村はもともと須山村と言ってい
ましたが、大久保加賀守が領主であった元禄６年
（1693）の租税書類に深山村と記されてから、深山
村の字が使われてきました。深山村と記すことは領
主からのことで、一般には須山村と称していました。
2つの村名があることは不都合なことが多く、今後
は須山村に統一したいと思います」。
この願いは
すぐに聞き届
けられ、現在
のように須山
村と呼ばれる
ようになりま
した。

5月の休館日
2日㈪・９日㈪・16日㈪・23日㈪
30日㈪

大ホールひとりじめ
スタインウェイを弾こう

世界に名だたるピアノの名器であるスタインウェ
イＤ -274（フルコンサートピアノ）を、自由に弾
いてみることができます。
反響板とコンサート照明が設置されている大ホー
ル舞台で、コンサート本番さながらの体験が楽しめ
ます。自分の楽器（アコースティックのみ）をお持
ちになり演奏することもできます。
とき／５月 22日㈰、６月 26日㈰　９時～ 21時
　※ �20 分１区分とし、１日最大６区分（２時間）

で申し込み可
料金／１区分１人　800 円
申し込み／市民文化センターへお申し込みください。
※電話可

都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会出場
間山 柊

しゅう

さん（公文名一・13 歳）

３月 28 日㈪から 30 日㈬まで第 29 回都道府県
対抗ジュニアバスケットボール大会が行われました。
東中学校１年生だった間山柊さんは、静岡県選抜
チームに選ばれ出場。予選リーグでは長野県と佐賀
県と対戦し、両チームに 30点以上の差を付け、１

位で通過しました。決勝トーナメントでは埼玉県と
接戦を繰り広げ、惜しくも敗退しましたが、ベスト
16入りを果たしました。
初めて全国大会に出場した間山さん。｢緊張して、
身体を解すのが大変でした。リバウンドには良く絡
みに行けましたが、それ以外のボールには積極的に
絡みに行けませんでした」と大会を振り返ります。
自分のチームの先輩や相手チームのプレーを見て、
もっと成長したいと感じたそうでうす。
間山さんは、小学３年生のときにバスケットボー
ルを始めました。部活動での練習のほかに、兄が通
う高校などの練習にも参加しています。とにかくバ
スケットボールが大好きで、毎日の練習も楽しく続
けているそうです。
部活動では「東中は近年、県大会に出場していな
いので、出場したいです」と抱負を語ります。個人
では、日本代表を育成するために全国から選ばれる
代表選手“トップエンデバー”になることを目標に
しています。数年後には、当市から日本代表選手が
誕生するかもしれませんね。今後の成長が楽しみで
す。

終わりの部分 初めの部分

村名改正之義ニ付願書（須山区有文書）
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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります

４月 24 日　�第３回深良用水まつり�
お田植え初め

Contents
p02 ヘルシーパーク裾野
p03 健康診査を受けましょう！
p04 健康と歯のフェスティバル
p06 地域の活性化などに取組む団体を補助
p07 学習や趣味に鈴木図書館を
p08 水道週間　6/1～6/7
p09 経済センサス－活動調査
p10 経営所得安定対策の申請は６/30㈭まで
p11 悪質商法に関する相談
p12 フォトグラフ
p14 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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住　所

氏　名

平成28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29年3月31日（金）
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　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営業）
�●６月20日㈪～23日㈭
●年末年始（12月31日㈯・１月１日㈰）

広報すその平成28年5月15日号

▼切り取ってお使いください

疲労回復、美容効果の高い成分が豊富な
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　等張性温泉（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. ３度
４．水素イオン濃度（Ph）
　　　　　　7.7（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、目に見える出血、その他一般に病勢
進行中の疾患　など

ヘルシーパーク裾野の温泉は、加水を行わ
ない自家源泉 100％の温泉です。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。バーデプールには、歩行が主体の運動プー
ルや流水プールがあり、目的に合わせて利用
できます。

健康推進課
992-5711

ヘルシーパーク裾野
965-1126

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営業）
　　　　・６月20㈪～23㈭、12月31㈯～１月１日㈰
利用料金

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

その他
・家族風呂は予約が必要です。
・㈪㈫㈬㈮㈯は、ヘルシーパーク裾野までの市内無
料送迎バスが運行しています。

・おむつ、トレーニングパンツなどを使用している
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。
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ヘルシーパーク裾野
富士山を眺めながらゆったりとリフレッシュ



健康推進課
992-5711

健康はあなたの財産です。年１回の健診・検査で、病気を早期に
発見しましょう。
　　がん検診など
とき／ 6月 13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。受診票の届か
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者の方
③生活保護を受けている方
④今年度、市民税非課税世帯の方　※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

健康診査種別 対象年齢

子宮頸
けい
がん検診 今年度21歳、26歳、31歳、36歳、

41歳で過去５年間未受診の方

乳がん検診 今年度41歳、46歳、51歳、56歳、
61歳で過去５年間未受診の方

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。

　　成人歯周疾患検診
とき／ 6月 13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
※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、市民税非課税世帯の方　※同居家族も非課
税であること

③後期高齢者医療被保険者の方
※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 個人負担金

肝炎ウイルス 40歳以上
（過去に未受診の方）

400円※1
600円

前立腺がん 50歳以上 600円
大腸がん 40歳以上 500円
肺がん 40歳以上 800円
胃がんバリウム検査 35歳以上 1,400円
胃がん内視鏡検査 65歳以上※2 1,800円
乳がん
①エコー
②マンモグラフィ
※3

①30歳～39歳 ①700円①か②の選択制
40歳～49歳 ②900円※4

②1,000円※5②50歳以上

子宮頸
けい

がん 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　65 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。クーポン
対象者のマンモグラフィは無料です。

※４　60歳以上（１方向撮影）
※５　40歳～ 59歳（２方向撮影）

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。
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健康診査を受けましょう！
がん検診と成人歯周病疾患検診



5 歳児（年長児）むし歯のない児・治療完了児の表彰
5 歳児賞状コーナーで賞状と記念品を進呈します。

記念抽選会もあります。
対象／市内通園先の幼稚園・保育園の歯科検診でむし
歯がなかった年長児、または検診後から６月３日㈮
までに治療が完了した年長児

※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。６月３日㈮までに健康推
進課へご連絡ください。

3 歳児認定証交換
平成 27年度３歳児健診でむし歯のなかった児に渡

している認定証（はがき大）を大きな認定証に交換し、
記念品を進呈します。
対象／平成 27年度３歳児健診でむし歯のなかった児
噛むカムケア 8

ハチ
0
マル

2
ニイ

0
マル

コンクール
式典で賞状と記念品を進呈します。

対象／市内に住んでいる 80 歳以上で 20 本以上自分
の歯がある方（生年月日が昭和 11年４月１日以前
の方）

7
ナナ

0
マル

2
ニイ

0
マル

認定
式典で賞状と記念品を進呈します。

対象／市内に住んでいる 70 歳以上で 20 本以上自分
の歯がある方（生年月日が昭和 11年４月２日～昭
和 21年４月１日の方）

と　き／ 6月 11日㈯
場　所／市民文化センター
式　典／ 13時～ 13時 30分
催し物／ 13時 45分～ 15時 30分
⃝歯科医師による無料相談
⃝歯科衛生士による歯みがき指導
⃝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

歯と口の健康週間にちなんだ図画・ポスター・標語の募集
対象
図画▶市内に住んでいる年長児と小学生
　※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。

標語▶書式は自由です。通学している学校へ提出して
ください。

展示期間・展示場所

と　き 場　所
６月４日㈯～６月９日㈭

９：00～15：00
市民文化センター

２階展示室
６月11日㈯

13：45～15：30
市民文化センター

１階エントランスホール

※６月６日㈪は休館日です。

8020 コンクール・7020認定

　５月28日㈯までに、駿東歯科医歯会に加入
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。６月３日㈮までに式典への出欠を健康
推進課へご連絡ください。
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健康と歯のフェスティバル
第 38 回 よい歯をつくる親子のつどい



健康推進課
992-5711

「予防歯科」ってご存知ですか？
予防歯科は「痛くなったから行く」「むし歯になっ

たから行く」「悪くなったから行く」ところではなく、
「悪くなる前に、20 年、30 年先まで長期的に、安
定したお口の健康を守るために、定期的にケアをし
ていきましょう！」という考え方です。定期的にお
口のケアを行わないと、結局「悪くなる」→「治療」
→「悪くなる」→「自分の歯が失われていく」といっ
た繰り返しになってしまいます。むし歯治療でやむ
なく一度削ってしまった歯は、二度と元どおりにな
ることはありません。さらにお手入れが行き届かな
いと、歯は削ったところから、徐々にまた悪くなっ
ていくことがあります。そして、歯周病は、お口の
中だけではなく全身へ悪影響を及ぼします。よく知
られているのが誤

ご
嚥
えん
性肺炎ですが、その他に糖尿病、

心臓病、高血圧症、脳血管疾患、各種のがん、認知
症、早産、低体重児出産など……。これらも歯周病
菌が原因の一つでもあるといわれています。
北欧の国々やアメリカなど、「予防歯科」が進ん

でいる国では、高齢になっても自分の歯が残ってい
る数が日本に比べて格段に多いです。その違いは、
やはり予防に力を入れているか、そうでないかの違
いです。これらの国では予防歯科を、幼少期から壮
年期まで、ごく当たり前に行っている成果だといえ
ます。お口の健康を保つことが、自分自身の健康、
人生を考えたときにとても大切なことにつながりま
す。

6 月 4日～ 6月 10日は歯と口の健康週間
「健康も　たのしい食事も　いい歯から」

予防をきちんと行っていくことで、そもそもむし
歯にならなかったり、歯周病にならなかったり、歯
周病が悪化せず、良い状態を生涯にわたって維持す
ることができます。つまり、いつまでも大切な歯は
失われずに、自分の歯でおいしく、楽しくお食事が
できるということです。「食事がおいしい」「しっか
りかめる」「思いっきり笑えて話せる」など、ずっ
と健康で、笑顔でいることで得られる、「質の高い
人生 ( クオリティ　オブ　ライフ )」を築くための
土台となります。
定期健診のもう一つのメリット
むし歯などによる突発的な痛みなどによって、

日々忙しい合間を縫って、何回も治療に歯科医院に
通うことは、患者様にとっても負担となります。定
期健診で 3カ月～ 6カ月に一回、年にたった 2回
～4回、定期的に歯科医院に通うことで、スケジュー
ル的な負担もなく、また、そのほうが費用負担も結
果として少なくて済みます。
どんなに歯みがきがきちんとできていても、ご自

身での歯みがき (セルフケア ) だけでは限界があり
ます。歯科医院での定期健診（メインテナンス）と、
専門的ケア（プロフェッショナルケア）がとても重
要になります。歯科医院で定期健診を、受けましょ
う！
市では、６月 13 日㈪から 10 月 31 日㈪までの

期間、成人歯周疾患検診、特定健診が始まります。
ぜひこの機会に受診しましょう！！

ひだまり歯科クリニック　歯科医師　　　　
� 松岡　裕樹 先生
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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、
行政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。
・市の類似する補助制度の適用を受けているもの
・他の団体を補助する事業
・事業の効果が特定の個人や団体のみにおよぶもの
・団体の管理する施設や設備などの修繕、改造など
・団体の組織運営のためのもの
・宗教的または政治的宣伝の意図のあるもの
・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

次の全てに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
動に補助金を交付します。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な経費を補
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。申請や相談は随
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
⃝障がい者スポーツ振興事業
⃝農作業を通じた交流
⃝わらうのん in すその
⃝飼い主のいないネコ対策
⃝裾コン in 岩波
⃝堰原散歩
⃝深良用水まつり

農作業を通じた交流

堰原散歩
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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



ホームページを開設
蔵書検索や資料予約などが可能に

鈴木図書館のホームページを開設しました。これま
での図書館システム（蔵書検索システム）とは違い、
蔵書検索の他に資料予約や貸し出し状況の確認、貸し
出し期限の延長などができるようになりました。
資料予約
ホームページから本やDVDなどの資料の予約をす

る方は、パスワードを登録が必要です。これまでの図
書館システムに登録していた方も新たに登録をお願い
します。ホームページの「予約・利用状況」にアクセ
スし、「新規パスワード登録」から登録してください。

https://www.lib100.nexs-service.jp/susosno/
※市公式ウェブサイトトップページにリンクされてい
ます。

どくしょつうちょう

図書館で借りて読んだ本を
100 冊まで記録できる「どく
しょつうちょう」を配布して
います。対象は、５歳から小
学生までです。希望する方は、
鈴木図書館か市民文化セン
ター図書室のカウンターへお
越しください。

雑誌スポンサー募集

図書館を応援する、雑誌スポンサーを募集していま
す。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載するこ
とができます。鈴木図書館へお申し込みください。

鈴木図書館では、本の他にDVDや CDなどを貸し出しています。
１階にある学習室や机では、勉強したり、借りた本を読んだりするこ
とができます。毎月おはなしの会などのイベントを開催しています。
また、図書館のホームページを開設しました。蔵書検索や資料の予

約などができます。便利になった鈴木図書館をご利用ください。

鈴木図書館
992-2342

おはなしの会

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。読書週間などには、
大型絵本やパネルシアターを使った特別な会を開催し
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１火曜日
ところ／鈴木図書館２階展示室

ファーストブック

毎月、赤ちゃんと絵本の出会いを作るファースト
ブックを開催しています。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。対象の方には、はがきで通知します。
とき／毎月第 3・4水曜日
ところ／鈴木図書館２階展示室

他にも楽しいイベントが！

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、ビブリオバトル、科学遊び
教室、テーマ展示などさまざまなイベントを開催して
います。開催が決まり次第、
広報すその裏表紙の「図書館
だより」でお知らせします。
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水道の使用開始・中止のときには連絡を

転入・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。
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。

６月１日㈬から７日㈫までは、全国統一の水道週間です。皆さ
んに水道について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、各家庭の蛇

口へ給水しています。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重要な役割を果たしています。
この機会に、水の大切さを改めて考え直してみましょう。

上下水道課
995-1836

使用開始・中止の申し込みは
インターネットで 24時間いつでも

水道・下水道の使用開始・中止の申し込みは、電話
の他にインターネットでもできます。インターネット
では、24時間いつでも申し込めます。
インターネットでの開始・中止の申し込み受け付け

は、申し込み後、３営業日以内に内容を確認して成立
します。手続きの詳細は、市公式ウェブサイトをご覧
になり、ページから外部サイトにアクセスしてお申し
込みください。
※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。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/line/
sui-tenkyo.php

◆携帯端末でも申し込み可能！
市公式ウェブサイトから携帯電話専用のページ（外

部サイト）にアクセスしてください。二次元コードの
読み取り機能がある携帯端末などをお持ち
の方は、右記の二次元コードを読み込むと、
携帯電話専用のページに接続できます。

｢裾野市の水」を販売中
販売は 223箱限定！

　「裾野市の水」は富士山の恵みの水を
活用し、製造しています。自動販売機で
の販売の他、箱単位でも販売しています。
容量／１本 350ml
採水地／御宿北部配水場
販売数量／ 223 箱
販売価格／１本 100 円、１箱 2,400 円（24本入り）
販売場所／上下水道課、富士山資料館、鈴木図書館（自
動販売機）、市役所（自動販売機）　※箱売りは上下
水道課のみです。

※４月から、上下水道課のレイアウトが変更になりま
した。工事関係（申請などを含む）の業務が１階の
水道工務室、経営管理部門が２階の経営管理室です。

営業時間／８時 30分～ 17時 15分
※土・日曜日、祝日を除く
深良 215-22（水道庁舎１階）

水道料金お客様センター

995-1831

水道庁舎
（交番の隣）
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『じゃ口から 安心とどけ 未来まで』第 58 回水道週間スローガン
水道週間　6/1 ～ 6/7



対象は事業所と企業

全ての事業所と企業が対象です。
※農林漁業に属する個人経営の事業所、家事サービス
業に属する事業所、外国公務に属する事業所と国、
地方公共団体の事業所を除きます。

報告の義務があります

経済センサス−活動調査は、統計法に基づいて実施
する、報告義務のある基幹統計調査です。調査を実施
する関係者には、調査で知ったことを他に漏らしては
いけない義務と、これに反したときの罰則が定められ
ています。
回答した内容は、統計作成以外の目的（徴税資料な

ど）に使用することは絶対にありません。

結果は行政施策や
新規店舗出展計画の基礎資料などで利用

調査結果は、地方税法に基づく地方消費税の清算や、
国・地方公共団体の行政施策の立
案、新規店舗の出店計画のための
基礎資料など、社会経済全体から、
身近な諸施策までさまざまな施策
で活用されます。

調査の項目

基本的項目
名称、所在地、経営組織、開設時期、従業者数、事

業の内容など
経済活動項目
売上（収入）金額、費用項目、金額、電子商取引の

有無など

全国一斉に経済センサス−活動調査が、６月１日㈬を基準日
として、事業所の方を対象に実施されます。この調査は、現在
の日本の経済力を知るための調査で、「経済の国勢調査」とい
える重要な調査です。ご理解、ご協力をお願いします。 企画政策課

995-1804

５月から開始します

単独事業所と新設された事業所
調査員証を携帯した調査員がお願いに行きます。

調査票の配布／５月 20日㈮～５月 31日㈫
インターネット回答／５月 20日㈮～６月 7日㈫
紙調査票の回収／６月１日㈬～
支社などがある企業や組織
国が委託した民間事業者から、企業の本社などに、

支社分も合わせて調査書類を郵送します。
調査票の送付／５月中旬～下旬
インターネット回答／６月１日㈬～６月 24日㈮
紙調査票の提出（郵送）／６月１日㈬～６月 24日㈮
※支社などがある個人経営の事業所の回答（提出）期
限は６月 15日㈬までです。

平成 28年経済センサス−活動調査
キャンペーンサイト

端末に二次元コードを読み取る機能が
ある場合は、右記のコードを読み込むと
キャンペーンサイトに接続できます。

http://www.e-census2016.stat.go.jp/

回答は便利なインターネット回答を

調査の回答は、24 時間いつでも※皆様の
都合の良い時間にできます。インターネット
で回答した場合、紙
調査票の提出は不要
です。回答には、便
利なインターネット
回答がお勧めです。
※メンテナンスなど
によるシステムの
停止時間帯を除く
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経済センサス－活動調査
６/ １㈬を基準日に実施



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
※そばは、13,000 円 /10a

水田活用の直接支払交付金

対象作物・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 55,000万～105,000円/10a
※収量に応じる

【産地交付金】（市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

※登記地目が田の地目でそばを作付する場合は、
20,000 円 /10a を追加配分（二毛作は 15,000 円
/10a）

経営所得安定対策は、農家の経営安定のため、諸外国
との生産条件の格差から生じる不利を補正する政策です。
米や米以外の水田を活用した戦略作物を作付し、販売

している農家には交付金が交付されます。申請相談会を
市内３カ所で４日間行います。

農林振興課
995-1823

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、市場に流通するなど特産化への取り組
みに参加することが条件です。田畑を問わず交付対象
になります。

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。

交付方法・単価
【定額交付】
　7,500 円 /10a

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

申請の方法

農林振興課にあ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。共済に加入している方
と昨年度に申請した方には、交付申請書と営農計画書
を部農会経由で配布します。説明を希望する方は、相
談会に参加するか、農林振興課へお問い合わせください。
【相談会】

５月23日㈪ 10:00～16:00 市役所地下会議室
５月24日㈫ 15:30～19:00 市民文化センター33会議室
５月25日㈬ 13:30～16:00 須山支所２階小会議室
５月26日㈭ 13:30～16:00 市役所地下会議室

申請期限／６月 30日㈭　必着
申請先／農林振興課
※この申請・実績で市の特産物奨励交付金などの対象
となる方には、別途通知します。
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経営所得安定対策の申請は６/30 ㈭まで
市内３カ所で相談会を開催



相談が多いのは
インターネットや多重債務に関する相談

昨年度の相談件数は 455 件で、平成 26 年度より
20 件減少しました。最も多かった相談は、アダルト
情報サイトやサイト利用料（架空）などインターネッ
トの利用に関する相談で 49件。次に多重債務に関す
る相談が 34件と続きます。他にも、不審な電話勧誘
や複合サービス会員、還付金・敷金
の返還、光回線の勧誘、マイナン
バー、生命保険など多種多様な相談
が寄せられました。

相談内容は契約・解約に関する相談が最多

相談内容では、契約したけれど解約したいという相
談が目立ちます。商品や役務の品質や内容に関する相
談やアフターサービス、販売時の接客対応、クレーム
処理などに関する相談が増えています。
昨年度　相談内容別件数（上位 6）

0 50 100 150 200 250

契約・解約
販売方法
価格・料金

品質・機能・役務品質
接客対応
法規・基準

233
158

59
31
29
21

スマートフォンでサイトを閲覧して
トラブルになるケースも

近年通信販売の購入トラブルが目立ちます。中でも
アダルト情報サイトに関する相談が多くなります。「利
用料が無料と思い、サイトを進んでいくと登録となり、
請求画面が表示された」「支払う前に業者に連絡した
ら、払うよう強く言われ困っている」などの内容です。
スマートフォンでサイトを閲覧してトラブルになる
ケースも多いです。

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。「絶対だまされない」「私は大丈夫」という思い
込みは危険です。「私もだまされるかもしれない」と警戒心を持ち
ましょう。怪しいと思ったときは、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

昨年度　販売購入形態別相談件数

0 20 40 60 80 100 120 140

店舗販売
通信販売
訪問販売
電話勧誘
訪問購入

不明・無関係・その他

141
103

49
34

8
120

60 歳以上の相談が全体の半数以上

年齢別にみると、60歳以上の相談が 233 人と全体
の 51%となっています。投資を勧める電話や封書が
届いた、公的機関を名乗った還付金の連絡があったな
どの相談が多く寄せられました。家にいることが多く
保有資産の多い高齢者は、訪問販売や電話勧誘のター
ゲットになりやすいため、注意してください。
昨年度　契約当事者の年齢別件数

不明・その他
70歳以上
60歳代
50歳代
40歳代
30歳代
20歳代
20歳未満

0 50 100 150
52

154
79

40
50
55

19
6

悪質商法の手口を知り
被害を未然に防止

最近の悪質商法の手口は巧妙で悪質化しています。
若者から高齢者まで年齢、性別は問わず狙われていま
す。わたしは大丈夫と思わずに悪質商法の手口を知り、
被害を未然に防ぐことが大切です。困ったときは、消
費生活センターへ相談してください。
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悪質商法に関する相談は消費生活センターへ
勧誘されてもちょっと待って！



今月の写真

Photograph ４月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／パノラマ遊花の里

新入団員が力強く宣誓� ４月１日富士山南東消防組合スタート� ４月１日

市民文化センターで消防団辞令交付式並びに退団者感謝状贈呈式
が行われました。24 人の新入団員を代表し、女性消防の大橋奈美
さんが、「誠実かつ公平に消防任務に精励します」と力強く宣誓し
ました。26 人の退団者に感謝状が贈呈されました。

富士山南東消防本部の開所式が、同本部消防センター（三島市南
田町）で開かれました。当市と三島市、長泉町の消防本部を統合し
た同組合が、新たな業務をスタートさせました。式典では、各市町
の首長から各消防署長へ消防署旗が授与されました。

菜の花畑と桜並木
「パノラマ遊花の里」の菜の花と桜が、４月第２週に満開を迎え

ました。写真は「第 5 回富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜
まつり」の開催中に撮影した写真です。東富士演習場の木々を背景
にピンク色と黄色が際立ち、春らしい印象的な写真になりました。
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Photograph 2016.4

トヨタ自動車東日本の野球教室� ４月９日 春の嵐の中をみこしが練り歩く� ４月17日

高速バス停留所に麦塚が新設� ４月４日

トヨタ自動車東日本株式会社の硬式野球部（本拠地岩手）による
中学生を対象にした軟式野球教室が、運動公園野球場で開かれまし
た。中学生約 50 人が参加した野球教室では、会場のあちこちで、
野球部の選手が生徒たちに熱心に指導をしている姿が見られました。

世界遺産富士山の構成資産の須山浅間神社で、春季例大祭が行わ
れました。春の嵐が吹き荒れていたため、おみこしにもビニールの
カバーが掛けられました。地元の青年たちが担ぐおみこしが、須山
ばやしの演奏に合わせ、須山地区内を練り歩きました。

富士急シティバス株式会社の渋谷・新宿行高速バス停留所に、麦
塚（マックスバリュ裾野茶畑店前）が加わりました。７時 50 分ご
ろ十数人の最初の乗客が乗り込み、その後、東地区区長会から富士
急シティバス株式会社社長と運転士へ花束が贈られました。

交通安全マスコットを新１年生に� ４月４日

交通安全協会裾野分会が、手作りの交通安全マスコット約 500
個を小学新１年生に寄贈しました。児童には、入学式の日に手渡さ
れました。ビーズを組み合わせて作った飾りには鈴が入っています。
鈴の音が聞こえたら、児童の見守りをお願いします。

公文名地区で10年ぶりの吉田さん� ４月９日

吉田神社の祭典が、当番の公文名地区で 10 年ぶりに行われまし
た。江戸末期にコレラと思われる疫病が流行した際、京都の吉田神
社からご神体を授かったことが始まりです。桜の満開と重なり、春
らんまんの地区内をおみこしが練り歩きました。

陸上競技場リニューアル� ４月９日

運動公園陸上競技場開場 20 周年と、直線走路などのリニューア
ルを記念して式典が行われました。式典終了後にヤクルト陸上競技
部による陸上教室が開かれ、小 ･ 中学生が参加。ストレッチの方法
を丁寧に教わり、きれいになった走路を走りました。
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インフォメーション

Information

わたしの主張裾野市大会

市内の小・中学校、高校の代表
者が、日常生活で考えていること
を発表します。入場は自由です。
６月５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

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。
６月３日㈮　13時30分～15時
市民文化センター 33会議室
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

みしま花のまちフェア
花のまちパレード

花いっぱいの三島市で、夢いっ
ぱいのパレードを開催します。
５月 28日㈯・29日㈰
※パレードは 29日㈰ 10時～
三嶋大社鳥居前～三島広小路駅

交通規制
会場周辺道路では、車両進入禁

止の交通規制が行われます。会場
周辺では混雑が予想されます。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
８時～ 11時 30分
三嶋大社駐車場～三島広小路駅
三島市商工観光課
983-2656

学校開放調整会議

７月から８月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。
地区 とき ところ
東 ６月１日㈬ 生涯学習

センター深良 ６月３日㈮
須山 ６月７日㈫ 須山コミセン
西 ６月８日㈬ 生涯学習

センター富岡 ６月９日㈭

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

自動車税の納期限

自動車税の納期限は、５月 31
日㈫です。最寄りの金融機関やゆ
うちょ銀行（郵便局）、コンビニ
エンスストアで納付してください。
納付できるコンビニエンススト

アやクレジットカードでの支払い
方法は、納税通知書に同封されて
いるチラシ
をご覧くだ
さい。
沼津財務事務所　自動車税課

　920-2019

人権擁護特設相談

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。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。
６月１日㈬
10時～ 12時、13時～ 15時
市役所４階 402 会議室
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
どの相談に、人権擁護委員が応
じます。
戦略広報課　995-1802

市指定給水装置工事
事業者の休止

次の業者の指定を休止しました。
●菊水商事㈱
〒 412-0036�御殿場市萩蕪 100
TEL�0550-82-0567
上下水道課　995-1834

広報すその 4/15 号の
お詫びと訂正

広報すその４月15日号15ペー
ジの ｢ハローワークプラザ裾野�
開庁日の変更｣ の閉庁日とその他
の記載に誤りがありました。お詫
びして訂正します。
正しくは次のとおりです。

閉庁日／第２･４･５㈯、㈰、祝日
第２･４㈯は、ハローワーク沼
津をご利用ください。
ハローワークプラザ裾野

　993-8631

森の力再生事業の継続と
森林（もり）づくり県民税の延長

県では、県民の皆さんに森林�
（もり）づくり県民税の負担をお
願いし、森の力再生事業を実施し
ています。荒廃した森林を再生し、
山地災害の防止や水源かん養など
の森の地からを回復することが目
的です。
森林の荒廃が進行しているため、

今年度以降もこの事業を継続しま
す。ご理解をお願いします。
課税期間／平成 32年度まで
県税務課　054-221-2337

　県東部農林事務所　920-2170
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

市民体育館�耐震工事終了
仮設事務所は 6/12 まで

市民体育館の耐震工事が終了す
るため、施設の利用を７月３日㈰
から再開します。それに伴い、受
付が仮設事務所から市民体育館に
戻ります。

とき 受付場所
～６月12日㈰
９:00 ～17:00

仮設事務所
（市立水泳場駐車場）

６月13日㈪ 休館日
６月14日㈫～
７月２日㈯

９:00 ～17:00
市民体育館

７月３日㈰～
９:00 ～21:00 市民体育館

７月２日㈯にリニューアルオー
プン記念イベントを行います。
市民体育館仮設事務所（市立水
泳場）993-0303

普通救命講習会参加者

５月 30日㈪　９時～ 12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
消防署、茶畑分遣所、須山分遣
所にある申込用紙に必要事項を
記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

フランクストン市
小・中学生短期派遣参加者

夏休みを利用し、小・中学生を
当市の姉妹都市のフランクストン
市へ派遣します。
８月 9日㈫～ 19日㈮
オーストラリア�ビクトリア州
フランクストン市他
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▶市内観光、
学校訪問、ホームステイ●シド
ニー▶観光

約 14 万円　※パスポート発行
手数料や海外旅行保険など保人
の経費は含みません。
各学校にある申込書に必要事項
を記入し、海外友好協会へ提出
してください。　※郵送可
５月 20日㈮
参加者は、書類選考の他６月 4
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
※受け付けは、月・水・金曜日
の 13時～ 16時

〒 410-1118�佐野 921-3

ママチャレ！！
バルーン講座の参加者を募集

ママチャレ！！
バルーン講座の参加者を募集
“ママチャレ！”は、子育て中のママによるママのための講座です。
子育て中のママに学ぶ機会を提供し、地域で活躍する場を広げるお
手伝いをします。
今回は、バルーン講座を開催します。バルーンアートの作品作り

を習得し、バルーンアーティストとして活躍してみませんか。

６月７日㈫・28 日㈫、７月 12 日㈫
13 時～ 15時
生涯学習センター
市内に住んでいる子育て中の母親
10人（先着順）
バルーンアート初級３回コース

講師／新開福江さん（su-shin）
2,000 円（材料費）
氏名、連絡先を明記し、NPO法人メー
プルへメールでお申し込みください。
託児を無料で利用できます。
NPO法人メープル　965-3680
�fami-ma@mail.wbs.ne.jp
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インフォメーション

Information

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 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
６月９日㈭
国保年金課　995-1813

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。

６月 21 日㈫・28 日㈫、７月
１日㈮・８日㈮・12 日㈫・26
日㈫・29日㈮、８月５日㈮

　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
たことがない方や定期的な運動
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回すべてに
参加できる方
20人（先着順）
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴、筆記用具
６月１日㈬～６月 15日㈬
すその健康マイレージ対象事業
です。参加時に１マイルずつ付
与します。
健康推進課　992-5711

ファミリー・サポート・センターは、子育ての手助けをしてほしい方、
子育ての手伝いをしたい方が会員となって、一時的な子どもの世話を有
料で行っています。子どもを預かる方を対象にした講習会を開催します。
　託児を無料で利用できます。
第１回▶５月 31日㈫～６月２日㈭

　第２回▶ 11月 29日㈫～ 12月１日㈭
ファミリー・サポート・センター　965-3681

と　き 内　容 ところ

１日目
�９:20 ～ 10:20 オリエンテーション

生涯学習センター
10:30 ～ 12:00 保育の心と子どもの遊び

２日目
�９:20 ～ 10:30 子どもの世話と小児看護の基礎知識

裾野消防署
10:30 ～ 12:00 安全・事故 ｢応急手当講習｣

３日目
�９:20 ～ 10:50 心の発達とその問題

生涯学習センター
11:00 ～ 12:00 保育サービスを提供するために

ファミリー・サポート・センター講習会の参加者を募集ファミリー・サポート・センター講習会の参加者を募集

16
2016.5.15



お知らせ

芝桜の挿し芽作業参加者

５月 28日㈯　９時～
※予備日は６月４日㈯
市営墓地管理棟周辺

集合場所／市営墓地管理棟
市営墓地周辺に植栽する芝桜の
挿し芽作業を行います。
申し込みは不要です。当日、直
接集合場所へお越しください。
移植ごて、軍手
●作業に適した服装でお越しく
ださい。●挿し芽した苗で秋に
植栽作業を行います。
深良支所　992-0400

65 歳以上の運動教室
富岡コースの参加者

６月２日･16日、７月７日･21日、
８月４日 ･18日、９月１日 ･15
日の木曜日　10時～11時 30分
富岡コミュニティセンター
65 歳以上で、全８回を通して
参加できる方
20人（先着順）
汗拭きタオル、水分補給用の飲
み物
５月 23日㈪～ 30日㈪
８月から西コース、９月から深
良コース、10 月から東コース
を開催し、11 月からは生涯学
習センターで開催します。
介護保険課　995-1821

婦人バレーボール大会
参加チーム

７月３日㈰　９時～
市民体育館、向田小学校体育館
市内に住んでいる 20歳以上の
女性の方　※学生を除く

チーム構成／１チーム 15人以内
　※原則として行政区単位のチーム
１チーム 2,000 円

６月　水道工事当番店 データバンク
※工事、修理は有料です。 ５月１日現在

４日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

５日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

11日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

12日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

18日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

19日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

25日㈯ ㈲細野設備
☎992-2465

26日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

６月　カレンダー

１日㈬人権擁護委員の日経済センサス基準日

５日㈰ 土砂災害に対する防災訓練の日
わたしの主張裾野市大会

10日㈮～
27日㈪市議会６月定例会

11日㈯ 健康と歯のフェスティバル

11日㈯・
12日㈰

裾野御殿場ラグビー・
スポーツフェスティバル

６月　税金・料金
納付期限：６月 30 日㈭

市・県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用量� 第２期分

人　口　52,763人� （−61人）
　男　　26,859人� （−39人）
　女　　25,904人� （−22人）
世　帯　21,498世帯�（+42世帯）
内、外国人� 680人�372世帯

市民体育館仮設事務所にある所
定の申込書に必要事項を記入し、
参加料を添えてお申し込みくだ
さい。
５月 19日㈭～

　６月 19日㈰
スポーツ祭運営
委員会

　993-0303
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今月の救急協力医

6月前期の救急協力医
診療時間　 平日 17時〜 21時　土曜日 12時〜 18時　日曜日・祝日 ８時〜 18時

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 頴川医院 921-5148 高島本町 よざ小児科医院 967-5722 原

2 ㈭ 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

3 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 守重医院 931-2511 我入道
　江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

4 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

本村クリニック 969-0001 大塚 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

5 ㈰ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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

6 ㈪ 今井医院 921-3211 五月町 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

7 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 遠藤クリニック 975-8801 久米田 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

8 ㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

9 ㈭ 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

10 ㈮ 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 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

11 ㈯ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

12 ㈰ あめみや内科 935-1159 吉田町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 ひがしおか

クリニック 941-8269 柿田
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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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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 ㈰
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0545-53-3321 伝法　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉　

12 ㈰
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
926-1333 庄栄町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　

沼津市立病院
924-5100 東椎路

秋山歯科医院
986-1390 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

日 内 科 外 科 小 児 科

13 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

14 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 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

15 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

19
2016.5.15



発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
合

資
会

社
 三

島
印

刷
所

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

2016
年

 
N
o.1311

5
月15

日
号

●義足でかがやく
著：城島充　講談社（世の中への扉　社会）

●自転車ものがたり
文・絵：高頭祥八　
福音館書店（たくさんのふしぎ傑作集）

●さいごのひみつ
作：いとうひろし　小学館（ぴっかぴかえほん）

●よるのさかなやさん
絵：山口マオ　文：穂高順也　文溪堂

●ことりのおそうしき
絵：クリスチャン・ロビンソン
文：マーガレット・ワイズ・ブラウン
あすなろ書房

●不惑のスクラム
著：安藤祐介　KADOKAWA

●サブマリン
著：伊坂幸太郎　講談社

●蛇の道行
著：加藤元　講談社

●野菜の植えつけと種まき
　の裏ワザ
著：木嶋利男　家の光協会

●一年中美しい家庭で楽しむ
　芝生づくり 12か月
著：武井和久　家の光協会

一般書

児童書６月の休館日

●６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～ 本館　２階展示室

ファーストブック
 ８日㈬ ９時～12時 展示室
 15日㈬ 13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。次の期間は休館します。
と　き／６月22日㈬～30日㈭

６日㈪・13日㈪・20日㈪
22日㈬～30日㈭

加藤 心
こ

晴
はる

ちゃん
（２歳 10カ月・佐野上宿）

宮崎 遥
は る く

玖くん
（２歳 11カ月・須山三）

六
ろく

車
しゃ

 朱
あ か り

莉ちゃん
（２歳 11カ月・本村下）

松尾 青
せい

河
が

くん
（２歳 11カ月・御宿坂上）

尾形 優
ゆ

杏
あ

ちゃん
（２歳 11カ月・水窪）

新刊おすすめ本
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やさしいまなざし、熱いハート、たくましい心身

平成 29 年度採用の市職員を募集します。採
用試験は、夏期試験と秋期試験の２回に分けて
行います。職種、学歴区分によって夏期試験、
秋期試験の実施の有無が異なりますので、ご注
意ください。

平成 29 年度採用　市職員を募集
申し込みは夏期試験が 6/30 まで、秋期試験が 8/1 から 8/26 まで

弾ける若さ　平成 28 年度採用職員

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１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
切手を貼ってください。

【受付期間】
夏期試験／６月１日㈬～ 6 月 30 日㈭〔必着〕
　　　　　８時 30 分～ 17 時　※㈯㈰を除く
秋期試験／８月 1 日㈪～８月 26 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】 【秋期試験】
と　き／７月 24 日㈰ と　き／９月 18 日㈰
ところ／市役所 ところ／市役所

人事課
995-1806
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やさしいまなざし、熱いハート、たくましい心身

職種、採用予定人員と職務内容

夏期試験

一般事務　定　　員／約 3 人
　　　　　職務内容／一般行政事務に従事します。
土木技師　定　　員／約 1 人
　　　　　職務内容／土木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。

受験資格

職　種 区　分 受　　験　　資　　格
試験の実施
夏期 秋期

一般事務

大 学 卒
程 　 度

昭和 61 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 29 年３月卒
業見込みの方

○ ×

短 大 卒
程 　 度

平成元年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 29 年３月卒業見込みの方

○ ×

高 校 卒
程 　 度

平成３年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（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 29 年３月卒
業見込みの方

× ○

土木技師

大 学 卒
程 　 度

昭和 57 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 29 年３月卒業見込みの方

○ ○

短 大 卒
程 　 度

昭和 57 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 29 年３月卒業見込みの方

○ ○

高 校 卒
程 　 度

昭和 57 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 29 年３月卒業見込みの方

× ○

幼稚園教
諭・保育士

大 学 卒
程 　 度

昭和 61 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 29 年３月卒
業見込みの方で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格がある方または
平成 29 年３月末日までに取得見込みの方

○ ×

短 大 卒
程 　 度

昭和 61 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 29 年３月卒業見込みの方で、幼稚園教諭の免許かつ保
育士の資格がある方または平成 29 年３月末日までに取得見込みの方

○ ×

※○は試験を実施します。×は試験を実施しません。

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。

まるかってＧＯ！
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試験方法
【第一次試験】

試験科目 職　種 内　容

教養試験 全職種 一般的知識および知能について学歴区分に分けて筆記試験を行
います。

適正試験 全職種 事務適正検査と一般性格診断検査を行います。

専門試験 土木技師 学歴区分に分けて筆記試験を行います。

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。

注意事項

●短大卒業程度試験は大学卒業（見込み）の方は受験
できません。

●高校卒業程度試験は短大卒業（見込み）の方や大学
卒業（見込み）の方は受験できません。

●高校卒業後に次の要件の全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日本国籍がない方
　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

　又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

確かな技術力しなやかな女子力
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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、
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 13 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。

対象者

●昭和 52 年３月 31 日以前に生まれた国民健康保険
被保険者

●後期高齢医療被保険者
　対象者には６月上旬を目途に、受診券が入った封筒
を市から郵送します。
※会社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。

※妊産婦や施設などに入所中の方は、対象外となる場
合があります。

※転出などで、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り、指定の医療機関（※）で
特定健診を受けてください。
●国民健康被保険者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　※通常は 10,000 円相当の健診項目です。
※後期高齢者医療被保険者や今年度 75 歳になる方は

無料です。

健診項目

　メタボリックシンドロームに焦点を当て、次の項目
を健診します。

診察 問診・理学的検査

身体計測

身長
体重
腹囲
BMI

血圧
収縮期血圧
拡張期血圧

血中脂質検査

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

肝機能検査

AST（GOT）
ALT（GPT）
γ－ GT（γ－ GTP）
血清アルブミン

血糖検査
ヘモグロビン A1c
空腹時血糖

尿検査
糖
タンパク
潜血

貧血検査

ヘマトクリット値
血色素量
赤血球数
血小板数

心電図検査 　
眼底検査 （医師が認める場合）

腎機能検査
血清クレアチニン
血清尿酸
eGFR

すその健康マイレージ

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

国保年金課
995-1813

実施期間　６月13日㈪～10月31日㈪
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一人ひとりが積極的に健康を増進し、地域全
体で健康を支援する環境づくりを進めるために、
健康増進プラン改訂版・第 2 次市食育推進計画・
市歯科保健計画を策定しました。３つの計画は
今年度から 32 年度までの５年間を計画年次と
しています。それぞれの基本理念に基づき重点
的施策と基本方針を定め、健康課題の改善と数
値目標の達成を目指します。

５年前と比べ食育への関心が低下

　健康診査の結果や食育と生活習慣に関するアンケー
ト調査を基に、当市の抱える健康課題を分析すると、
次の 6 つの健康課題が浮き彫りになります。
⑴特定健康診査の結果では、静岡県全体と比べて高血

圧と肥満が多くなっています。
⑵食育に関心がある方が減っています。
⑶１日に必要な野菜量（350g）を食べている方は２

割程度と少ないです。
⑷意識的に身体を動かしている方や１日の平均歩数は

減少しています。
⑸こころの悩みを相談できる相手や場所がある方は

減っています。
⑹治療以外で歯の検診を受けている方は増えています

が、まだ 3 割強と少ないです。
　これらの課題を改善するために、昨年度に 3 計画
を策定しました。これらの計画は、今後 5 年間の総
合的な保健施策を展開するための指針となるものです。

　　基本理念：誰もが健康で、
� 共に助けあうまち　すその　　
重点的施策
⑴高血圧予防
　減塩や野菜摂取に努めましょう。
⑵メタボリックシンドローム予防
　定期的に健診を受診して自分の健康を自分で管理し
ましょう。
⑶運動しやすい環境づくり
　自分自身の健康状態や身体状況に合わせて、ウォー
キングなどの運動習慣を身に付けましょう。
⑷こころの悩みを相談しやすい環境づくり
　睡眠を含む生活リズムを整え、自分なりのストレス
解消法を見つけましょう
⑸元気にかけめく～る　あなたがつくる健康づくり実
践カレンダーの啓発

　１週間の曜日に合わせ
て毎日１つずつ健康づく
りを意識するため、「元
気にかけめく～る あな
たがつくる健康づくり実
践カレンダー」を活用し
ましょう。

すその健康増進
プラン改訂版

改訂版　元気にかけめく～る

※市公式ウェブサイトから
　ダウンロードできます。

３月３日　計画策定・改訂の市長答申

23.3

19.7

42.0

43.5

19.4

22.1

6.4

8.1

7.3

5.2

1.5

1.4

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

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

関心がある どちらかといえば関心がある
どちらかといえば関心がない 関心がない
わからない 無回答

71.8

65.8

24.3

28.8

3.8

5.4

はい いいえ 無回答

前回(平成21年）

今回(平成26年）

前回(平成21年）

今回(平成26年）

【食育への関心があるか】

【意識的に身体を動かすように心がけているか】
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平成 32年度までの５年間に健康課題を改善
健康増進プラン改訂版・第 2次市食育推進計画・市歯科保健計画を策定



健康推進課
992-5711

　　基本理念：すてきな笑顔　そろった歯
� 　のこしていこう　８０２０　　
重点的施策
⑴歯科検診の推進
　かかりつけ歯科医をもち、1 年に 1 回以上は定期的
に検診を受けましょう。
⑵８０２０（ハチマルニイマル）推進員の養成と育成
　自分の歯をいつまでも残すため、８０２０推進員養
成講座を積極的に受けましょう。
⑶歯間部清掃用具使用率の向上
　歯間ブラシやデンタルフロスなどの歯間部清掃用具
を使用し、むし歯や歯周病を防ぎましょう。

※ 3 つの計画書は市役所 1 階情報閲覧コーナーや福
祉保健会館 1 階、鈴木図書館などで読むことがで
きます。また、市公式ウェブサイトでもご覧になれ
ます。

　　基本理念：すすめよう　そだてよう
� 　のばそう　食育　　
重点的施策
⑴ON（おん）野菜プロジェクトの推進
　野菜摂取を促すため 3 つの ON（おん）を意識し
ましょう。❶野菜料理を毎食食卓にＯＮ！❷温野菜に
して野菜をたくさん食べよう。❸温故知新。野菜を活
かした郷土料理を食べよう。
⑵個人の生活背景や健康状態・意識等を考慮した個別
性の高い食育の推進

　個人の健康状況を考慮しながら、食育や健康づくり
に関心を持ちましょう。
⑶共食の推進
　家庭・友人・地域の人と食を通じたコミュニケーショ
ンをとりましょう。
⑷関係機関と連携・協働による効果的な食育の推進
　地域一体となって食育に取り組みましょう。

　野菜をおいしく食べるために、ギョーザの皮と
野菜を使った簡単レシピを紹介します。

エネルギー ：165kcal、タンパク質：5.7g、脂質：6.7g
　カルシウム：74mg、塩分：0.8g（１個当たり）

材料（12個分）
餃子の皮 ………… 24 枚
ピーマン ………… 2 個
玉ネギ …………… 大 1 個
ジャガイモ ……… 4 個
トマト …………… 1 と 1/2 個
ベーコン ………… 6 枚
牛乳 ……………… 50㏄
溶ろけるチーズ … 6 枚
ピザソース（ケチャップ） …… 大さじ 1 と 1/2 杯
塩・こしょう …… 少々

裾野市歯科保健計画第 2 次裾野市
食育推進計画

毎年６月は食育月間
毎月19日は食育の日 ギョーザの皮と野菜を使ったなんちゃってピザギョーザの皮と野菜を使ったなんちゃってピザ

作り方
１．餃子の皮に水をつけ、2 枚に重ねる

２．ジャガイモは皮をむいて柔らかくなるまでゆで、つぶし
た後に牛乳・塩・こしょうを入れ混ぜる。

３．玉ネギ・トマト・ピーマンは薄くスライス
する。

４． ベーコンを１㎝幅に切り、フライパ
ンでカリカリになるまで焼く。

５． ２枚重ねた餃子の皮の上に２を乗せ、
その上にピザソースかケチャップを塗
り、３の野菜と４のベーコン、溶ろけ
るチーズを乗せる。

６． トースターやオーブン（フライパンでも可）でチーズが
溶けるまで焼く。
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平成 32年度までの５年間に健康課題を改善
健康増進プラン改訂版・第 2次市食育推進計画・市歯科保健計画を策定



家庭から出るごみは前年度比 156 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 16,371 トンで、前年度より 2.1％減少しました。
家庭ごみは毎年減少し続け、前年度より 156 トン減
少しました。事業系ごみも平成 25 年度から減少傾向
にあり、前年度より 200 トン減少しました。

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が、資源化率が 8.9％と低いのが
現状です。限りある資源を有効に活用し、資源を循環させる社会
を実現させるためには、ごみの分別は欠かせません。

ごみの削減と資源化率の向上のため引き続き分別収集へのご協
力をお願いします。

生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

ごみの総排出量に対する資源化率は 8.9％

昨年度の各資源ごみの総資源量は 1,450 トンで、
前年度より６％減少しました。ごみの総排出量
16,371 トンに対して、8.9％が資源として再利用さ
れています。近年、衣類や小型家電などの収集を始め
ましたが、古紙類の収集量が大幅に減少し、前年度よ
り減少した結果となりました。

昨年２月から収集を始めた小型家電は 10 トン、４
月から始めた廃食油は３トン収集しました。

ウェブサービス『裾野市版 5374（ゴミナシ）』を運用しています。
このアプリでは、住んでいる地区を選択すると、今後のごみの収集
日が表示されます。また、それぞれのごみの日に何が回収できるの
か、確認することができます。登録は不要です。次の URL にアク
セスしてご利用ください。二次元コード読み取り機能のある端末を
お持ちの方は、右記のコードを読み取り、アクセスしてください。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/5374/
※「裾野市版 5374」でも検索できます。

アドレスにアクセスするだけで利用可能

ごみの日確認・分別アプリ 『裾野市版 5374（ゴミナシ）』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！

ごみの排出量の推移
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平成 27年度ごみ処理実績
ごみの総排出量は前年度比 356トン減量



市では、第２次市環境基本計画を策定しました。重点プロジェ
クトに「すその環境共育プロジェクト～共に考え行動しよう～」
を掲げ、環境についてみんなで育んでいく ｢環境共育｣ を実践し
ていきます。

生活環境課
995-1816

環境市民会議プレゼンツ
バスツアー「野鳥観察と造形」

　野鳥を観察し、自然の中の植物を使って花束を造り
ます。

７月３日㈰　７時～ 16 時ごろ
水ケ塚公園、十里木キャンプ場
市内に住んでいるか通勤・通学している方

　※小学３年生以下は保護者同伴
30 人（先着順）
弁当（注文可）、水筒、軍手、かっぱ、植物・野鳥
図鑑（お持ちの方のみ）、はさみ
６月 24 日㈮
●市役所から貸切バスが出ます。

　●長袖、長ズボンを着用してお越しください。
　● 雨天の場合は、富士山資料館の見学と十里木キャ

ンプ場の避難棟内で造形をします。

富士山麓の帰化植物を楽しもう

　富士山の外来植物の知識を深めます。プロジェク
ターで植物の映像を見ながら、分かりやすく楽しく解
説します。

７月 15 日㈮　９時 30 分～ 11 時 30 分
市民文化センター視聴覚室
市内に住んでいるか通勤・通学している方
40 人（先着順）

講師／富士自然観察の会
７月８日㈮

親子水生生物調査

　河川に生息する水生生物を親子で観察し、水質調査
を体験します。

７月 30 日㈯　９時～ 11 時 30 分
　※ 雨天の場合は順延で、31 日㈰に行います。

中央公園
市内の小学生以上の方と保護者
20 人（先着順）
帽子、筆記用具、ぬれてもよい靴
７月１日㈮～ 20 日㈬

申し込み

　いずれのイベントも参加費は無料です。
　参加者の氏名、住所、連絡先、学年（児童・生徒の
場合）を生活環境課に連絡してください。
※電話、E メール可

kankyou@city.susono.shizuoka.jp

その他のイベント開催予定

　教室などは開催が決まり次第、広報すそののお知ら
せページなどで参加者の募集を案内します。

とき 内容（ところ）

7 ～ 8 月 環境啓発展示（鈴木図書館）

10 月
子ども向け自然教室（未定）

河川美化ポスター展示（市民文化センター）

2 月 子ども向け環境工作教室（未定）
オオキン▶
ケイギク　
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すその環境共育プロジェクト
環境教育イベントを開催！



防護柵の補助額は原材料費の 1/2

　市では、有害獣から農作物を自己防衛する農家を支
援するため、防護柵を設置した場合、予算の範囲内で
補助金を交付しています。昨年度は 14 件に補助金を
交付しました。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あわせて選択
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
　次の全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
　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。
※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。設置
後に申請しても補助金は交付されませんのでご注意く
ださい。
　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。

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、落下した果実も、速やかに処分しま
しょう。
　また耕作放棄地は草木が生い茂り、野生動物にとっ
て格好の隠れ家となっています。集落に野生動物を近
づけないためにも、地域ぐるみで声を掛け合い、耕作
放棄地を作らないようにすることが大切です。

人里に慣れさせないことが大切

　里に下りてきた野生動物を見て、「かわいい」「めず
らしい」と見過ごし、追い払わずにいると、人馴れし
て、次々と人里に足を踏み入れてきます。そのような
事態を防ぐために、次のことを避けてください。

１．野生動物を見かけたら、被害に直接関係ない人
も含め、すぐに追い払いましょう。

２．野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

　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。安全確保のため田んぼや畑に設置されている電気
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
　　※危険表示の札を紛失した方には、農林振興課で無料配布しています。
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

流を弱める電源装置や漏電遮断器を設置しているか。

電気柵の安全確保　~ 電気柵には触れない、適切な設置を！ ~

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、有害獣から農作
物を守るため、防護柵を設置する農家に補助金を交付して
います。補助金の交付を希望する場合は、必ず防護柵を購
入する前に申請してください。

農林振興課
995-1823
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田畑の防護柵に上限 45,000 円を補助
電気柵の設置には危険表示を



市民活動センターは、市民活動団体（NPO やボランティアなど）
の相談や情報発信、活動機会の提供などを行い、活動をサポートし
ています。市民活動団体と企業・自治会・行政のコーディネートも
行っています。気軽にご利用ください。

生涯学習課
市民協働室

992-3800

市民活動センター概要

開所日／火曜日～土曜日　９時～ 17 時
※年末年始を除く

ところ／生涯学習センター１階
【設備】
フリースペース

打ち合わせや休憩などに利用できる共用のスペース
です。予約はできません。
コピー機、印刷機

市民活動に必要な書類を作成する際などにご利用く
ださい。７月１日㈮からコピーは有料になります。
コピー機／白黒 10 円、カラー 50 円　※用紙の持ち

込みは不要です。
印刷機／無料　※１原稿につき 30 枚以上を印刷する

場合に利用できます。用紙の持ち込みが必要です。
950-8875

市民活動マッチングシステム

　市民活動マッチングシステムは、市民活動団体の情
報を載せたり、探したりできるインターネット上の「お
知らせ板」です。情報を掲載したい団体は、登録が必
要です。閲覧は自由です。
【登録方法】
①団体登録申請書を市民活動センターに提出してください。
② ID と仮パスワードを送ります。
③インターネット上に団体情報が公開されたら、活動

情報を掲載してください。　
https://io.dataeast.jp/susono/
※ブラウザの検索画面で「裾野市市民活動」と入力

すると、検索できます。

S-Mail（スマイル）

市民活動に関する講演会やイベント、補助金、団体
サポーター募集、エキストラ募集などの情報をメール
で配信しています。
【登録方法】

ブ ラ ウ ザ の ア ド レ ス 欄 に https://
io.dataeast.jp/ems/?id=sc-css と 入 力
し、画面表示に従って登録してください。

●男女共同社会基本法
男女共同参画社会の実現のための５本の柱

１. 男女の人権の尊重
２. 国際的協調
３. 社会の制度または慣行についての配慮
４. 家庭生活での活動と他の活動の両立
５. 政策などの立案と決定への共同参画

●臨時無料電話法律相談「女性の権利 100番」
県弁護士会が女性の権利についての悩み相談に応

じます。現状を把握し、社会の関心を高めます。
６月 25 日㈯　10 時～ 16 時
離婚や育児、金銭問題、雇用、労働環境の悩みな
ど、女性が生活するうえで出会うさまざまな法律
問題について幅広く相談に応じます。

相談電話番号／ 932-1470

県弁護士会　054-252-0008

毎年６月 23 日～ 29 日は男女共同参画週間です。
男性と女性が、職場や学校、地域、家庭などでそれ
ぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を
実現するためには、皆さん一人ひとりの取り組みが
必要です。

男女共同参画週間         
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市民活動センターが皆さんの活動をサポート
市民活動マッチングシステムや S-Mail の活用を



スポーツ推進委員は、スポーツ推進のため、実技の指導や組織の育成に協力・
助言しています。年間９大会と各地区で６教室を開催しています。教室への参加
を希望する方は、生涯学習課へお申し込みください。

生涯学習課
文化スポーツ室
992-3800

主なスポーツ大会
５月　ペタボード大会   ６月　父親ソフトボール大会 10 月　市民ソフトボール大会
　　　輪投げ大会   ７月　婦人バレーボール大会 11 月　壮年男女混合バレーバール大会
　　　ファミリーバドミントン大会 ８月　水泳大会    １月　新成人者祝賀駅伝大会

勝又 祥雄
（５年）

伊藤 光一
（20 年）

鈴木 幸
さち

子
こ

（４年）

今関 悦子
（15 年）

河
こう

野
の

 好伸
（新）

堀池 好
この

代
よ

（８年）

▪東地区エンジョイ
� スポーツ教室東

渡邉 俊彦
（18 年）

松山 茂子
（14 年）

長束 幸惠
（12 年）

根上 千鶴子
（10 年）

加賀美 正之
（４年）

▪スポーツ教室

西

大庭 操
みさお

（６年）
大庭 康

こう
嗣
じ

（新）
杉山 しのぶ
（14 年）

▪深良地区エンジョイ
� スポーツ教室深良

岩田 みずえ
（12 年）

渡邊 園子
（18 年）

大塚 美
み

洋
よ

子
こ

（10 年）

石渡 智彦
（17 年）

眞田 鈴代
（新）

山本 茂雄
（18 年）

▪富岡地区チャレンジ教室富岡

宮崎 克幸
（４年）

※教室の詳細は、広報すその３月1日号 P.４をご覧ください。

平岩 健
けん

志
じ

（２年）
八
や

重
え

樫
がし

 克浩
（新）

▪テニス教室
▪ファミリーバドミントン教室須山

※（　）内は指導員歴
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地域の身近なスポーツ指導者
23人のスポーツ推進委員



太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
富士山裾野御殿場大会

リオデジャネイロオリンピックから７人制ラグビー
がオリンピック正式競技になりました。太陽生命ウィ
メンズセブンズシリーズは、７人制女子ラグビーの日
本最高峰の大会です。各地で大会が開催され、最終大
会が運動公園で開催されます。入場は無料です。
キックオフ／ 11 日㈯ 10 時、12 日㈰９時 50 分
ところ／陸上競技場
出場予定チーム（順不同）／●石見智翠館高等学校

●チャレンジチーム　　　●東京フェニックス RC
●名古屋レディース　　　● Rugirl-7
●ベルマーレ世田谷　　　● YOKOHAMA TKM
● ARUKAS QUEEN KUMAGAYA
● RKU ラグビー龍ケ崎 GRACE
●追手門学院大学女子ラグビー部
●カ・ラ・ダファクトリー A.P. パイレーツ
●日本体育大学ラグビー部女子

インターバルイベント
１日目▶ C-STAR チアリーディングショー
２日目▶廣瀬俊朗タグラグビークリニック
　キャプテンズフォト・チームフォト（写真撮影）
大会の情報は Facebook から！
●太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ

https://goo.gl/5WPkp0
●裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル

https://goo.gl/fmzmii

無料シャトルバス時刻表

裾野駅→岩波駅→運動公園　運動公園→岩波駅→裾野駅
 8:35 →  8:48 →  9:00 12:00 → 12:13 → 12:25
10:00 → 10:13 → 10:25 13:30 → 13:43 → 13:55
11:35 → 11:48 → 12:00 15:30 → 15:43 → 15:55
13:00 → 13:13 → 13:25 17:30 → 17:43 → 17:55

７人制女子ラグビーの大会「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
2016」が各地で開催され、最終大会を迎えます。富士山裾野御殿場
大会が当市で開催され、シリーズチャンピオンが決定します。

大会にあわせて、イベントを開催します。

とき／６月 11 日㈯、12 日㈰　10 時～ 17 時
ところ／運動公園

生涯学習課
文化スポーツ室
992-3800

スポーツの体験ができるコーナーや展示など
楽しいイベントを同時開催

とき／ 10 時～ 15 時（グルメのコーナーは～ 17 時）
■スポーツ体験コーナー

各種競技を体験できます。
①ラグビー体験、タグラグビー教室
②サッカー体験
③乗馬体験、スナッグゴルフ体験
④セグウェイ体験
5ラグビー展

ラグビー関連グッズを展示します。
6働く自動車コーナー

パトカー、白バイ、消防車、レーシングカー、宅急
便配送車などの働く自動車を展示します。
7うさぎと遊ぼうコーナー　※ 12 日㈰のみ

うさぎ 30 羽と触れあえます。
8ウォークラリー

会場内を巡るウォークラリーです。陸上競技場前の
案内所で受け付けます。
9グルメのコーナー

当市や御殿場市のグルメを味わえます。

7

5 6 8
9芝生の丘

陸上競技場 野球場

多目的広場

やすらぎ
広場

一般車
駐車場シャトルバス

転回所

テニスコート

14

3 2

通行止

入口

シャトルバス
転回所

テニスコート

開場図
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裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2016最終大会



秘書課
995-1800

４月 17 日㈰、姉妹都市オーストラリアのフランクストン市で、
日本の文化を紹介するジャパニーズフェスティバルが開催されま
した。市民の方など、18 人が参加し、習字や浴衣の体験、折り紙
でかぶと作り、ヨーヨー、煎茶や和菓子などの配布、日本の遊び
などのコーナーを作り、フランクストン市の子どもから大人まで
日本の文化に親しみました。会場には5,000人以上の方が訪れフェ
スティバルは大盛況に終わりました。

プログラム

浴衣着付け体験
日本から持っていった浴衣は大人気。近くに作られ

た日本庭園で写真撮影会も行われていました。

ヨーヨー作り
ヨーヨーは、好評で開始後すぐに

なくなってしまいました。

煎茶や和菓子などの配布
煎茶や煎餅は子どもから大人まで

おいしいと食べていました。

習字体験
たどたどしい手つきで、お手本に

書いた字を見ながら１画１画丁寧に
書いていました。

日本の遊び
だるま落としやけん玉、紙風船、

竹とんぼなどを紹介しました。

かぶと作り�( 折り紙コーナー )
新聞紙で、かぶとの作りをしまし

た。英語では“サムライハット”と
いうそうです。

SUSONON
“kawaii”

裾野市観光パンフレット（英語版）
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ジャパニーズフェスティバルを開催
姉妹都市フランクストン市で



マイナンバーカードの交付が、今年の 1 月から始まり半年がたちま
した。マイナンバーカードは、マイナンバーの証明や、顔写真付きの身
分証明書としての利用、市役所が開いていない時間にコンビニで、住民
票・印鑑登録証明書などが取得できる、便利なカードです。マイナンバー
カードの交付には、申請が必要です。交付には時間がかかりますので、
余裕を持って手続きしてください。

市民課
995-1812

マイナンバーカードの交付申請

マイナンバーカードは、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
した方には交付準備ができ次第、交付通知書（はがき）
をお送りしています。多くの申請がされているため申
請から交付まで現在３～５カ月かかり
ます。ご不便をおかけして申し訳あり
ませんが、利用する方は、早めの申請
をお願いします。

夜間や土日の証明書の発行は
コンビニで

平日はもちろん夜間や土・日曜日、祝日の各種証明
書の発行は、コンビニ交付をご利用ください。勤め先
の近くや出張先など、全国の対応店舗で利用できます。
こんな方にオススメ！
●日中は仕事があり、市役所に来ることができない
●急に住民票や印鑑証明書が必要になる
●単身赴任や出張が多く、出先でも取得したい
サービス提供時間
平日、土・日曜日、祝日　６時 30 分～ 23 時　
※年末年始を除く
対応店舗
次の全国の店舗／セブンイレブン、ローソン、サーク
　ル K サンクス、ファミリーマート、セーブオン、　
　セイコーマート
次の一部の店舗／ A コープ北東北、イオンリテール、
　A コープ鹿児島、コミュニティ・ストア
持ち物／マイナンバーカード
取得できる証明書
●住民票（世帯全員分、本人分）
●印鑑登録証明書（本人分のみ）
●課税（所得）証明書（本人分のみ）
金額／１通 300 円

印鑑登録証明書の市役所窓口での
交付は印鑑登録証が必要です

市役所や支所の窓口で印鑑登録証明書の交付申請を
する場合は、今後も印鑑登録証（市民カード）が必要
になります。市役所や支所の窓口では、マイナンバー
カードでの印鑑登録証明
書の交付はできませんの
でご注意ください。

住基カードは
有効期限まで利用できます

住民基本台帳カード（住基カード）は、顔写真付き
のものは有効期限の満了まで本人確認の書類として利
用できます。顔写真が付いていないものは、有効中の
電子証明書（e-TAX などで利用するもの）がある方
は有効期限まで
利 用 で き ま す。
更新や新規発行
はできません。

自動交付機の運転終了

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市役所玄
関や市民課に設置している自
動交付機の運転を今後、終了
します。夜間や土・日曜日の
証明書の発行にはコンビニ交
付をご利用ください。
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マイナンバーカードの活用を！
証明書のコンビニ交付などができて便利です



インフォメーション

Information

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～小学生（第１・
２子）▶10,000円●３歳～小学生

（第３子以降）▶15,000円●中学
生▶10,000円●所得が制限額を
超えている方の児童▶5,000円
※４カ月分をまとめて支給します。

支給日／６月、10月、２月の10
日（土日・祝日の場合はその直
前の平日）

支給方法／指定口座に振込
６月は児童手当の更新手続きの
月です。受給資格者の方には６
月上旬に現況届をお送りします。
子育て支援課　995-1841

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。

６月29日㈬
美化センター

　992-3210

広報すそのおわびと訂正

広報すその５月１日号 13 ペー
ジのお知らせ記事『サッカー「JFA
アカデミー福島」女子チームを応
援しよう！』の の電話番号と
15 日号裏面『わがやのスター』
の名前に誤りがありました。おわ
びして訂正します。
【５月１日号　13ページ】
× JFA アカデミー福島 995-1822

↓
○ JFA アカデミー福島 965-0155
【５月 15日号　裏面】
×尾形 優

ゆ
杏
あ

ちゃん
↓　　　　　　　　　

○尾方 優
ゆ

杏
あ

ちゃん
戦略広報課　995-1802

市民無料相談

６月20日㈪　※受付▶終了時
刻の20分前まで
市役所４階会議室

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、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。
●行政相談（10時～12時、13
時～15時）▶行政に対する苦
情・要望・問合せなどの相談。
行政相談委員が応じます。
●税務相談（10時～12時）
▶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

　 平成６年10月 に 市議会議
員に当選し、５期20年にわ
たり市議会議員を務めました。
教育環境の整備や裾野駅東側
の市道拡幅、仮称・神山深良
線の道路整備の推進など都市
基盤の整備に尽力し、市政の
発展に寄与しました。

旭日双光章

渡部昭三さん
元市議会議長

不育症治療の費用助成

春の叙勲

市内に住んでいる戸籍上の
夫婦（外国人含む）で、平
成28年４月１日以降 に 不
育症治療を受けた方

助成額／県助成その他の助成
を受けた方は治療費からそ
の金額を差し引いた額の１
/ ２で、１回あたり10万円

（上限）

助成期間／不妊治療と合わせ
て通算５年間
●１年度に２回まで申請で
きます。●治療のあった日
から１年以内に健康推進課
へ申請してください。
子どもの人数、所得の制限
はありません。
健康推進課　992-5711

不育症治療を行った夫婦を対象にした助成を行っています。
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お知らせ

母子家庭等医療費助成制度

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

国保高齢受給者証交付会

７月１日㈮から対象となる方に、
受給者証を交付します。

６月23日㈭
10 時 20 分～ 11 時 30 分 
福祉保健会館研修室
昭和21年６月２日～７月１日
に生まれた方
対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

税務職員採用試験
（高校卒業程度）

第１次試験／９月４日㈰
第２次試験／10月12日㈬～21
日㈮の指定する日
次のいずれかに該当する方
①平成28年４月１日時点で、
高校か中学校を卒業した日の翌
日から起算して３年間経過して
いない方②平成29年３月まで
に高校か中学校を卒業見込みの
方③人事院が①、②に準じると
認めた方
インターネット／６月20日㈪
９時～29日㈬

　郵送・持ち込み／６月20日㈪
～22日㈬　※郵送の場合は当日
消印有効。持ち込みは17時まで
詳しい内容については、国税庁
ホームページの名古屋国税局
コーナーをご覧ください。
名古屋国税局人事第２課試験係

　052-951-3511　内線3450
http://www.nta.go.jp/nagoya

食育ボランティア
養成講座

バランスの良い食事や生活習慣
予防などについての講義・調理実
習を受け、食育ボランティアとし
ての技術を身につけます。

①６月24日㈮９時30分 ～12時
15分②７月１日㈮９時30分 ～
13時③８日㈮９時30分 ～13時
※受付▶９時～

福祉保健会館
市に住民登録がある20歳以上
の方で、講座後もボランティア
として協力できる方で、全３回
をとおして出席できる方
15人（先着順）
各回400円
６月20日㈪
筆記用具、

　エプロン、三角巾、布巾２枚 
すその健康マイレージ対象
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
子育て支援課
対象者全員分 の 健康保険証、
口座がわかるもの、はんこ

子育て支援課　995-1841

【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
きをしてください。手続きをし
ないと７月１日㈮から医療費の
助成を受けられなくなりますの
で、ご注意ください。

６月23日㈭～30日㈭　８時
　30分～17時15分　※㈯㈰を
　除く

子育て支援課
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  ※平成28年
１月１日以降に当市に転入し
た方は、平成27年分源泉徴収
票、平成27年分確定申告 の
控え、平成28年度課税（非
課税）証明書のいずれかが
必要

更新手続きは
6/23 ～ 6/30
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インフォメーション

Information

夏の野鳥ミニ観察会

富士山資料館周辺で見られる夏
の野鳥を観察します。どなたでも
参加できます。直接会場にお越し
ください。

６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／大西晃さん（裾野野鳥を守
る会代表）
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

児童虐待防止推進の標語

児童虐待問題に対する理解を深
め、意識啓発を図ることができる
標語を募集します。11 月の児童
虐待防止推進月間で使用します。

作品（標語）、住所、氏名、年齢、
職業、電話番号を記入しはがき
かメールで応募してください。
学校などでまとめて応募するこ
ともできます。　※メールの件
名は「標語の応募」

　宛名／〒910-8580福井県福井
市大手３丁目17番１号
福井県健康福祉部子ども家庭課
標語募集担当
jidou-hyougo@pref.fukui.lg.jp

６月14日　※当日消印有効
応募は１人１作品のみです。
厚生労働省雇用均等・児童家庭
局総務課�虐待防止対策推進室
03-5253-1111

視覚障害サポート・
ボランティア養成講座

初心者の方を対象に視覚障害サ
ポート・ボランティア養成講座の
受講生を募集しています。
必須講座（共通）／７月７日㈭
～８月９日㈫　10時～12時
※期間中６回

　専門講座（選択）／①点訳ボラ
ン テ ィ ア 養成講座９月１日 ～
10月27日の毎週㈭10時～12時
②音訳ボランティア養成講座９
月６日～10月25日の毎週㈫10
時～12時③アイサポ・ボラン
テ ィ ア 養成講座９月 ～10月　
※期間中８回
県総合社会福祉会館 
初心者の方で、修了後、県視覚
障害者情報支援センターのボラ
ンティアとして継続して活動が
できる方 
30人
県視覚障害者情報支援センター
から募集要項を取り寄せ、申込
書を提出してください。募集要
項は、県視覚障害者情報支援セ
ンターホームページからダウン
ロードできます。
※提出はファックス、メール可
７月２日㈯必着
県視覚障害者情報支援センター
054-253-0228
054-250-0766
info@i-center-shizuoka.jp

消費生活講座

生活に役立つ情報をお届けしま
す。受講料は無料で、どなたでも
受講できます。

①６月30日㈭13時30分～15時
30分②７月19日㈫13時30分～
15時30分③７月30日㈯10時～
12時
生涯学習センター　学習室１
各40人（先着順）

テーマ／①電力会社をくらべてみ
よう②金利の常識がこわれる～
おもわぬところにマイナス金利
の影響が～③TPP が後押し？
加工食品の原料原産地表示がは
じまる

講師／①電力自由化参加会社の方
②真

ま
覚
さめ

良信さん（県金融広報ア
ドバイザー）③森田満樹さん（消
費生活コンサルタント）
商工観光課　995-1857

ゲートキーパー養成講座

①６月30日㈭13時30分～15時
30分②７月14日㈭19時～21時
福祉保健会館３階研修室
各40人

テーマ／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
①６月24日㈮②７月８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
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お知らせ

認知症予防講演会

認知症への知識を深め、予防へ
とつなげることを学びます。

６月20日㈪　13時30分～15時
※受付▶13時～
生涯学習センター
市に住民登録がある方
150人

テーマ／「みんなで防ぐ、地域で
支える！認知症」

講師／藤原佳典（東京都健康長寿
医療センター研究所）
６月７日㈫～17日㈮
すその健康マイレージの対象で
す。
介護保険課　995-1821

すその 33 プログラム

①７月13日㈬９時30分 ～13時
②８月10日㈬９時30分 ～11時
30分③10月12日㈬９時30分～
11時30分
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
15人
①健康的な食生活について

　②効果的な運動のポイント
　③歯のお手入れについて学ぼう

400円
７月６日㈬
①費用、筆記用具②飲み物　　
③歯ブラシ、タオル　※室内用
運動靴、運動できる服装は全会
必要
すその健康マイレージの対象事
業です。
健康推進課　992-5711

タニタの健康セミナー

タニタの健康セミナー～アンチ
エイジングの食事法　健康美人の
作り方～を開催します。

７月２日㈯　13時～14時45分
福祉保健会館
80人（先着順）

タニタが考える健康づくりと社
員食堂の特徴、若々しさ美しさ
を保つ秘策を学びます。
ライフサポートセンター東部

事務所　929-9820

平成29年版 市政カレンダーの掲載写真

　 市内から撮影した富士山が
写っている写真をご応募ください。
応募方法／市役所３階戦略広報

課か各支所にある応募用紙に
必要事項を記入し、作品の裏
側に貼り付けてご応募くださ
い。応募用紙は市公式ウェブ
サイトからダウンロードする
こともできます。

応募締切／９月９日㈮
応募規定／●応募作品は応募者

本人 が 平成26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
用作品と市が自由に使用する
ことに同意した写真のネガ・
ポジフィルムまたはデータの
提出 を 後日 お 願 い し ま す。
●デジタルカメラで撮影する
場合は、最大サイズ・最高画
質モードでデジタルズームは
使わずに撮影してください。
また、画像ソフトでトーン
カーブ、カラーバランス以外
の修正は行わないでください。

●応募作品の著作権は、撮影
者に帰属します。市は、採用
作品や市が自由に使用するこ
とに同意した作品をポスター、
ホームページ、刊行物、展示
などに使用する権利を有しま
す。使用する際は、撮影者の
氏名を表示します。●採用作
品は、ヘルシーパークすその
に展示されます。●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
希望者に販売します。
※市内の方には１世帯につき
１部ずつ無料で配布します。
戦略広報課　995-1802

世界遺産富士山�富士の四季彩がテーマ
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インフォメーション

Information

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

Q ＳＮＳで知り合った人に「商品を友達に紹介
して会員を増やせば、手数料が入り、楽にも

うかるバイトがある」と勧誘され契約をした。しか
し、商品が売れず支払いが残ったため、辞めたい。

Ａ 商品やサービスを契約して、自分が買い手を
探し次々に販売組織に加入させ、ピラミッド

式に拡大させていく商法を、マルチ商法やネット
ワークビジネスと呼びます。最近では、商品販売を
目的に、ＳＮＳなどで良い人を装い近づいてくる場
合もあります。楽に誰でももうかる話はありません。
強引な勧誘で人間関係を壊したり、自分が加害者に
なったりする危険性もあります。マルチ商法は契約
書面を受け取った日から20日以内であれば、クー
リング・オフができます。途中解約もできるので、
不安なときは消費生活センターへご相談ください。

大人の食物アレルギー
　大人の食物アレルギー患者が増えています。原因
となる食物は、果物・野菜が最も多く全体の半数を
占めます。次に多いのは小麦の運動誘発アナフィラ
キシーで、全体の 16％を占めます。これは、小麦
を食べた後に運動をすることで引き起こされる急激
なアレルギー反応で、じんましんや腹痛、嘔

おう
吐
と

など
の症状がでます。その他、甲殻類・スパイス・ナッ
ツ類・アニサキス（魚の寄生虫）も原因食物です。
大人の食物アレルギーは、食べることで起こる子ど
ものアレルギーと異なり、化粧品や洗顔石けんなど
に含まれる添加物で起こる場合もあります。
　対処法は、原因となる食物を食べないこと、原因
となる食物が含まれる製品を使用しないことです。
原因を見つけたら、すぐに止めることが大切です。

消費生活センター　 995-1854

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以上）

　●特別教育・安全衛生教育▶職
長教育、伐木作業の安全衛生責
任者（ 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、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、夜間パソ
コン入門、夜間ワード基礎、夜
間エクセル基礎、夜間ワード活
用、夜間エクセル活用、夜間イ
ラ ス ト レ ー タ ー 基礎● カ ル
チャーコース▶フラワーアレン
ジメント、手作り木綿ぞうり教
室、アロマ教室、絵画教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

こども作法教室の
体験教室

あいさつや言葉の使い方など動
作（型）を通して心を育てます。

７月２日㈯　14時～
　１時間15分程度 

生涯学習センター　和室
小学生・園児とその保護者

テーマ／食事に関して
500円（保険、おやつ代など）
白い靴下
６月25日㈯
橋本　993-5508
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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
● 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。

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

内科 整形 内科 内科
5 6 7 8 9 10 11

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

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

内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
26 27 28 29 30

内科 外科 内科 内科 整形
※11日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

事業名 日・受付時間
対象者

６か月児
育児教室

７日㈫　９：00～９：30
平成27年12月生まれの方

１歳６か月児
健康診査

14日㈫　13：00～13：30
平成26年12月生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈫　９：00～９：30
平成26年６・７月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

９日㈭　13：00～13：15
平成25年12月生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭　13：00～13：30
平成25年６月生まれの方

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
 ７日㈫ 17：00 ～ 19：45
14日㈫  9：00 ～ 11：30
20日㈪ 17：00 ～ 19：45
29日㈬  9：00 ～ 11：30

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
14日㈫  9：00 ～ 11：30
29日㈬  9：00 ～ 11：30

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ６・13・20・27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 27日㈪
13：00～15：00 妊産婦・乳幼児

パパママスクール  ３日㈮13：00～13：30
23日㈭18：00～18：30 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 20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 ６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 24日㈮
13：00～15：00

歯や口に関する相談を
希望する方
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今月の救急協力医

6月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

2016.6.1

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈭ 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

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

18 ㈯ 大橋内科 ・ 小児科
医院 992-2800 佐野 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

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

19 ㈰ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 西村医院 971-6510 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

20 ㈪ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 ㈬ 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 田中医院 921-2053 高島町

23 ㈭ 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

24 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 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

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

岡田医院 921-5321 新宿町 守重医院 931-2511 我入道
　 江川

26 ㈰ 杉山医院 972-3223 伏見 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田
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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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

2016.6.1

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 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

聖隷沼津病院
952-1000 松下　

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑　

26 ㈰ 静岡医療センター
975-2000 長沢　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　

こまきウィメンズ
クリニック
972-1057 西若町

MI 総合歯科
クリニック
988-1185 下土狩

日 内 科 外 科 小児科

27 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

28 ㈫ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 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

29 ㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

30 ㈭ 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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998-1325富士山資料館993-9300

2016
年
 

N
o.1312

6
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日
号

６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪

境をめぐる論争

江戸時代は、富士山の周りには裾野が広がり、山
林や原野となっていました。その多くは周辺の村々
の入会地（地域の住民が一定の山林・原野・海など
を共同で使用する所）となっていました。現在と
違って測量に基づく地籍図もありませんでしたので、
各地で境をめぐる争いが起きました。

写真は寛文９年（1669）、富士郡・沼津領の村々
と須山村との境を争った際の判決文と絵図です。判
決の要旨は、「須山村から提出された証文は証拠と
してはっきりしており、須山村から申し出たように
境とし、後々のために境目に印を押しておく」です。

この訴訟には、勘定奉行１人・町奉行２人・寺社
奉行２人・老中１人があたっています。現在でいう
と最高裁判所にあたる評

ひょうじょうしょ
定所で裁決が行われました。

（富士山資料館展示品）

「すそのかるた」を考案
江川　茉

ま
莉
り
那
な
さん（和泉・９歳）

東小学校４年生の江川茉莉那さんが考案した“す
そのかるた”が市内の小学校に寄贈されました。

このオリジナルかるたは、遊びながら裾野の自然

や歴史、産業などを学ぶことができるように工夫さ
れています。江川さんが小学３年生の夏休みの宿題
で創作したかるたを基に、お母さんと一緒に完成さ
せたものです。

絵札には江川さんの描いたイラストが用いられて
います。「あわおどりまでに夏の宿題おわるかな」「て
がとどくかな ふじさんちょうの星」「ねばねばねば
ねばモロヘイヤ」などの読み札の言葉に、みずみず
しい感性が光ります。「ことばを考えるのが大変で
した」と江川さん。特に“ん”の字が難しかったそ
うですが、おしまいの字を“すそのん”でまとめた
ところはお見事です。
　「このかるたは学校で楽しく遊ぶだけではなく、
おじいちゃんやおばあちゃんにも使ってほしいで
す」と笑顔で話す江川さん。「今度は“すそのかるた”
の英語バージョンをつくって海外の方にも遊んでも
らいたいです」と前向きです。今後もいろいろなア
イディアで裾野の魅力を伝えてくれそうです。

判決文 絵図

富士山世界遺産登録 3周年記念
はせみきた和太鼓コンサート

現在、当市を拠点に活動しているはせみきたの和
太鼓コンサートです。太鼓デュオ「ようそろ」や林
英哲率いる「英哲風雲の会」でも活躍する太鼓奏者

「はせみきた」の裾野公演が決定しました。
と　き／９月11日㈰　15時30分～　※開場▶15時
ところ／多目的ホール
料　金／全席指定（税込）　※ 3 歳以下は入場不可
　　　　一般　3,500 円　高校生以下　2,000 円
発売日／６月 18 日㈯　9 時～
出　演／ はせみきた（和太鼓）、ゲスト：山田路子（篠

笛）、友情出演：五竜太鼓保存会
◆聴いて！触れて！
　はせみきた の和太鼓ワークショップ

コンサートの公演に先立ち、
無料の和太鼓体験ワークショッ
プも開催します。
と　き／８月11日㈭　13時～
ところ／多目的ホール　
料　金／無料
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

江川さんとクラスメイト

6月の休館日
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うるおいすその
恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります

５月 21 日・22 日
第 39 回五竜みどりまつり ( 鹿の角でアクセサリー作り）

Contents
p02 参議院議員通常選挙　選挙権年齢は満18歳以上
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７月 10 日㈰は、参議院議員通常選挙の投票日です。
今回の選挙から選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げら
れます。

有権者の方には、事前に入場券を送ります。当日、投
票に行けない方は、６月 23 日㈭から７月 9 日㈯までの
17 日間、市役所で期日前投票ができます。時間は８時
30 分から 20 時までです。

選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807

選挙権年齢が満 18歳以上に

　６月 19 日㈰に施行される「公職選挙法の一部を改
正する法律」によって、今回の選挙から選挙権年齢が
満 18 歳以上に引き下げられます。選挙権年齢の引き
下げは、約 70 年ぶりです。次世代を担う若者の意見
が政治に反映されやすくなることが期待されています。

７月 10 日時点で投票できる方は、次の全ての条件
を満たす方です。
①平成 10 年７月 11 日以前に生まれ、日本国籍があ

る方
②平成 28 年３月 21 日㈪以前に、当市の住民基本台

帳に登録され、６月 21 日㈫まで引き続き登録され
ている方

７月 10日㈰に投票に行けない方は…

❶期日前投票
　７月 10 日㈰に、仕事、学業、旅行、病気などの理
由で投票所に行くことができない方は、期日前投票が
できます。入場券の裏面に印刷されている宣誓書兼投
票用紙請求書に必要事項を記入し、期日前投票所（市
役所）にお越しください。
と　き／６月 23 日㈭～７月９日㈯
　　　　８時 30 分～ 20 時
ところ／市役所４階 402 会議室
　　　　※土・日曜日は市役所１階市民ホール
●入場券が届く前でも投票できます。
　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されている
方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票でき
ます。期日前投票所へお越しください。

❷不在者投票
　不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所
している方、名簿登録地以外の市区町村に滞在中の方
は、不在者投票ができます。入院・入所している方は、
病院や施設の職員に投票したい意向を申し出てくださ
い。滞在先の市区町村での投票を希望する場合は、郵
送に時間がかかりますので、早めに選挙管理委員会に
投票用紙の請求をしてください。

郵便投票制度

　下表のとおり、身体に重度の障がいがあり投票所で
投票できない方、または介護保険の被保険者証に要介
護状態区分が要介護５と記載されている方は、自宅で
投票できます。投票には、郵便投票証明書が必要です。
郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会にご連絡く
ださい。

障がいの
区分

両下肢・体幹
移動機能
障がい

心臓・腎臓・呼吸
器・ぼうこう・直
腸・小腸の障がい

免疫の
障がい

身体障害者
手帳 １級・２級 １級・３級 １～３級

戦傷病者
手帳

特別項症～
第２項症

特別項症～
第３項症

介護保険
被保険者証 要介護状態区分が要介護５

選挙結果は、市公式ウェブサイトに掲載

　開票は、７月 10 日㈰ 21 時から市民体育館で行い
ます。当市の開票結果は、参議院静岡県選出議員選挙
のみを確定次第、市公式ウェブサイトでお知らせしま
す。投票状況も随時掲載します。
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参議院議員通常選挙　選挙権年齢は満 18歳以上に
投票日：7/10 ㈰　期日前投票：6/23 ～ 7/9



投票時間は７時～ 20時

　７月 10 日㈰の投票時間は、７時から 20 時までです。
第 16 投票区（十里木高原集会所）は 19 時までです。

投票所

　入場券に記載された投票所で投票してください。
　法律の改正で、投票所に入ることができる子どもの
範囲が拡大されました。児童や生徒など満 18 歳未満
の方は、投票所に入ることができます。

★印が投票所の場所です。

第１投票区

★
西中
グラウンド

五竜の滝

ガソリン
スタンド

市役所

県
道
富
士
裾
野
線 裾

野
高
校

黄
瀬
川

西中学校体育館

第４投票区

市民体育館

★

裾野駅

東地区コミュニティセンター

静
岡
銀
行

Ｊ
Ａ

東地区コミュニティ
センターは、東小
学校体育館に併設
されています。

東小グラウンド

第２投票区

★

ベルシティ裾野

小柄沢公園

マックスバリュ

JA〒

旧
246
号

市役所ホール

裾
野
駅

第３投票区

ト
ヨ
タ

★

南小学校会議室
南
児
童
館

エ
ス
ポ
ッ
ト

県
道
三
島・裾
野
線旧

246
号

サークルＫ

第 13投票区

★
消防団

今里本村集会所

裾野線
県道富士

今里地区児童
屋内体育施設

卍

第 16投票区

★ 頼朝の
井戸

富士山
資料館

サファリ
パーク

国
道
469号

別荘地

十里木高原集会所

第 14投票区

★ 県
道
富
士
裾
野
線

呼子区

消防団

下和田川 文

下和田地区集会所

富岡第二小学校
富岡第二
幼稚園

第 15投票区

★

須山支所
須山
郵便局

JA
須山小

〒文

須山地区研修センター
国
道
469
号

第９投票区

★
深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧2
46号

国
道
246
号

深良新田公民館

ローソン

グラウンド

第 12投票区

★千福が丘
中央公園

千福が丘
小学校

ひかり
幼稚園

文

千福が丘町内会館

第 10投票区

永続橋矢崎

東
名
裾
野
病
院

★

国
道
246
号

北児童館

総合
グラウンド

御
宿
新
田

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

第 11投票区

富岡保育園
富岡第一
幼稚園

JA富岡支所

県道富士
裾野線

富岡第一小学校体育館

★

第５投票区

★裾野郵便局〒

赤
十
字
病
院

セブン
イレブン

市民体育館

第８投票区

★
国
道
24
6号

JA
深良支所

ローソン

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

深良小学校体育館

第６投票区

★
茶畑
交番 ローソン

いずみ郵便局〒

農
免
道
路

向田小学校体育館

県住
青葉台

第７投票区

給食
センター

フジフォート

市民体育館

町震地区コミュニティセンター

★
農
免
道
路
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市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせするため、総務省
が示した統一的な基準に基づく財務書類４表（純資産変動計算書、行政
コスト計算書、貸借対照表、資金収支計算書）を公表します。

これは、一般会計や特別会計、市が一定割合以上を出資している関係
法人などを対象とした連結財務書類です。

財政課
995-1801

市では平成 20 年度決算以降、企業会計的な手法を
取り入れた新地方公会計制度（総務省方式改訂モデル）
に基づく財務書類を作成してきました。

しかし、総務省方式改訂モデル以外に複数の作成方
法があることや、コストやストックを把握するために、
固定資産台帳の整備や複式簿記の導入を前提とした財
務書類の作成が必要なことなどから、平成 26 年 4 月

　市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、平
成 26 年度中にどのように増減したのかを明らかにし
ます。

に総務省から財務書類作成について統一的な基準が示
されました。

この中で、平成 29 年度末までに統一的な基準によ
る財務書類を作成するように総務省から要請がありま
した。当市では平成 27 年度（平成 26 年度決算分）
からこの基準を用いた財務書類を作成することにしま
した。

「総務省方式改訂モデル」から「統一的な基準」へ

純資産変動計算書（NW）

項　目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

平成25年度末純資産残高 633億円 739億円 139万円
純行政コスト △155億円 △265億円 △49万4千円
財源 167億円 281億円 52万9千円
　税収など 133億円 206億円 38万5千円
　国県などの補助金 34億円 75億円 14万円
平成26年度差額 12億円 16億円 3万円
平成26年度純資産変動額 12億円 16億円 3万円
期末純資産残高 645億円 755億円 202万円

平成26年度純資産増減額
普通会計

633億円⇒645億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

１2億円の増加
連結会計

739億円⇒755億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

１6億円の増加

※市民１人当たり：平成 27年３月 31日時点の市の人口から算出（53,078 人）

純資産変動計算書の中で使われている主な用語
純資産変動計算書の用語 解　　説
期首純資産残高 前年度末の純資産の額。対して期末純資産残高は当年度末の純資産の額。期首残高から期末

残高を差し引いた額が当該年度の増減額になる。
純行政コスト 経常行政コストの総額から、受益者負担金などの経常収益を差し引いた額。行政コスト計算

書によって算定される。

Net Worth statement
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平成 26年度　財務書類を公表します
統一的な基準で作成



企業会計では損益計算書といわれているものです。
利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的と
しない市の行政サービスの提供にどれだけの費用（コ

スト）がかかったか、その内容の分析を行うことを目
的としています。

行政コスト計算書（損益計算書／ PL）

行政コスト計算書の中で使われている主な用語
行政コスト計算書の用語 解　　説
経常費用 毎会計年度、経常的に発生する費用
業務費用 職員給与などの人件費や委託料、旅費などの費用
移転費用 補助金や社会保障給付などの費用
経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益
使用料 市の施設を利用した際に徴収する金額の調定額
手数料 戸籍や住民票、税務証明の発行などで徴収する金額の調定額
経常行政コスト 経常行政コストの総額から、経常収益（使用料・手数料、寄附金など）を差し引いた額
社会保障給付 児童手当の給付、高齢者や障がい者への援護措置、生活保護などの福祉的な経費

経常費用

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

１．業務費用 98億円 120億円 22万4千円
・人件費 32億円 34億円 6万5千円
・物件費 63億円 78億円 14万5千円
・その他 3億円 8億円 1万5千円

２．移転費用 64億円 166億円 31万2千円
・補助金など 19億円 134億円 25万2千円
・社会保障給付 28億円 28億円 5万2千円
・他会計への繰出金 13億円 − −
・その他 4億円 4億円 7千円

A 経常行政コスト合計 １62億円 286億円 53万8千円

経常収益

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

１．使用料・手数料 2億円 13億円 2万5千円
２．その他 5億円 8億円 1万4千円
Ｂ 経常収益合計 7億円 2１億円 3万9千円

市土地開発公社
県芦湖水利組合
裾野・長泉清掃施設組合
市振興公社
駿豆学園管理組合
県後期高齢者医療連合
県地方税滞納整理機構

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険特別会計
十里木高原簡易水道特別会計
下水道事業特別会計
水道事業会計

一般会計
土地取得特別会計
墓地事業特別会計

連結グループ

市全体

普通会計

純経常行政コスト (Ａ−Ｂ）

普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

１55億円 265億円 49万9千円

Profit and Loss statement
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普通会計貸借対照表（BS）

　市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているか
のバランスを明らかにしています。市の資産と、その

資産をどのような財源（負債や純資産）で賄ってきた
かがわかります。

借方
（資金を何に使ったのか）

資産の部
（これまで積み上げてきた資産）

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

固定資産 798億円 993億円 187万円
１．有形固定資産 754億円 944億円 178万円

・事業用資産 361億円 374億円 70万5千円
・インフラ資産 387億円 564億円 106万円
・物品 24億円 24億円 4万5千円
・物品減価償却累計 △18億円 △18億円 △3万5千円

２．無形固定資産 1億円 1億円 1千円
３．投資その他の資産 43億円 48億円 9万2千円

・投資と出資金 1億円 2億円 4千円
・長期延滞債権 2億円 4億円 9千円
・長期貸付金 3億円 3億円 6千円
・基金 36億円 38億円 7万2千円
・その他 1億円 1億円 1千円

流動資産 74億円 108億円 20万円
１．現金預金 10億円 35億円 6万7千円
２．未収金 1億円 2億円 5千円
３．基金 61億円 62億円 △11万5千円
４．棚卸資産 2億円 9億円 1万6千円

資産合計 872億円 １１0１億円 262万4千円

貸方
（資金をどこから調達してきたのか）

負債の部
（これからの世代が負担する金額）

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

固定負債 210億円 319億円 60万円
１．地方債 181億円 258億円 48万1千円
２．退職手当引当金 28億円 28億円 5万3千円
３．その他 1億円 33億円 6万1千円
流動負債 17億円 27億円 5万円
１．一年以内償還
　　予定地方債 15億円 19億円 3万7千円

２．賞与などの
　　引当金 2億円 2億円 4千円

３．その他 − 6億円 8千円
負債合計 227億円 346億円 65万１千円

純資産の部
（これまでの世代が負担した金額)

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

純資産合計 645億円 755億円 142万3千円
負債と純資産合計 872億円 １１0１億円 207万4千円

貸借対照表の中で使われている主な用語
貸借対照表の用語 解　　説

固定資産 市が所有する資産のうち、長期間にわたって行政サービスの提供に用いられる資産
有形固定資産 公共資産のうち、土地や建物などの不動産で、保有が長期に及ぶもの
無形固定資産 公共資産のうち、ソフトウェアや電話加入権など
投資と出資金 市が保有する有価証券や、公営企業・関係団体への出資金など
長期延滞債権 決算における地方税などの収入未済額のうち、延滞が長期に及んでいるもの
流動資産 原則として1年以内に現金化される資産
固定負債 返済期限が1年を超える債務
地方債 地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われる

もの
退職手当引当金 全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要な退職手当の見込額
流動負債 返済期限が1年以内の債務

Balance Sheet
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資金収支計算書（CF）

　キャッシュフローといわれるもので、「キャッシュ 
＝お金」の「フロー＝流れ」を明らかにします。市の
収支をその性質に応じて、業務活動収支、投資活動収
支、財務活動収支に区分して表示し、市のどのような

活動に資金が必要なのかを知ることができます。加え
て、基礎的財政収支 ( 借金せずに税収などで賄えてい
るかどうかをみる指標・プライマリーバランス ) を知
ることもできます。

区　分 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

１．業務活動収支 21億円 30億円 5万7千円
業務支出 144億円 260億円 48万6千円

・業務費支出
　（人件費・物件費・支払利息支出） 80億円 95億円 17万9千円

・移転費用支出
　（補助金など・社会保障給付などの支出） 64億円 165億円 30万9千円

業務収入 161億円 286億円 54万円
・税収などの収入 133億円 206億円 38万6千円
・国県補助金収入 21億円 61億円 11万5千円
・使用料と手数料収入 2億円 13億円 2万5千円
・その他の収入 5億円 6億円 1万1千円

臨時収入 4億円 4億円 8千円
２．投資活動収支 △20億円 △25億円 4万7千円

投資活動支出 45億円 51億円 9万6千円
・公共施設などの整備費支出 25億円 29億円 5万6千円
・基金積立金支出 11億円 13億円 2万5千円
・貸付金支出 8億円 8億円 1万5千円
・その他の支出 1億円 1億円 1千円

投資活動収入 25億円 26億円 4万9千円
・国県などの補助金収入 10億円 10億円 1万8千円
・基金取崩収入 7億円 8億円 1万5千円
・貸付金元金回収収入 8億円 8億円 1万5千円

３．財務活動収支 　 △2億円 4千円
財務活動支出 16億円 25億円 4万7千円

・地方債償還支出 16億円 21億円 4万円
・その他の支出 4億円 7千円

財務活動収入 16億円 23億円 4万2千円
・地方債発行収入 16億円 18億円 3万4千円
・その他の収入 5億円 8千円

平成26年度資金収支額 1億円 3億円 6千円
平成25年度末資金残高 8億円 32億円 6万円
平成26年度末資金残高 9億円 35億円 6万5千円

基礎的財政収支に関する情報
（普通会計）

市民 
１人当たり

収入総額 206億円 38万9千円

地方債発行額 △16億円 △3万9千円

財政調整基金
などの取崩額 △6億円 △1万1千円

支出総額 △205億円 △38万7千円

地方債償還額 17億円 3万2千円

基金などの積
立額 11億円 2万1千円

基礎的財政
収支 7億円 １万2千円

資金収支計算書の中で使われている主な用語
資金収支計算書の用語 解　　説

業務活動収支 経常的な行政活動の収支で、投資・財務的収支には含まれないもの
投資活動収支 公共資産の整備に関する収支
財務活動収支 地方債の元利償還、発行額の収支など
基礎的財政収支 プライマリーバランスともいわれる。市債などの借金を除いた歳入と、過去の借金の元利払

いを除いた歳出の差のことで、市の財政が健全かどうかを表す指標。プライマリーバランス
がマイナス（赤字）だと、「借金をしなければ必要な事業を行う資金を賄えない」状態である。

Cash Flow statement

7
2016.6.15

特集２



恋来い支援センターは
出会い＋つながりをサポート

　人と人とのつながりを豊かにし、多くの人たちと出
合う機会を増やし仲間づくりなどのお手伝いをします。
また他市町と連携して、広く独身男女に呼び掛け、他
市町のイベントも紹介します。対象は、おおむね 45
歳未満の未婚の方です。

すてきな出会いのためのサポートをします

　共同作業を行うなど体験を共有できる出会いの機会
を作ったり、自分の今までの行動を見直し、スキルアッ
プを目指すワークショップを行ったりします。また、

「自分自身が何を求め、そのために何をすべきか？」
を考え整理するために、自己分析や将来設計について
専門のカウンセラーが相
談に応じる相談窓口も月
に１回開催します。

恋来い支援センター
956-0756

koikoi@machitera.jp

これからの活動内容
7/23 ㈯に農作業＆ BBQを実施

 出会いの場の提供
　一緒に作業をしたり、ドキドキ体験したりしながら
参加メンバーのつながりや交流を深めます。
大人の夏休み〜バーベキューパーティー〜

７月 23 日㈯　10 時～
須山地区
男女各 15 人程度
男性 3,000 円、女性 2,000 円程度
生涯学習センター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可

アウトドア体験ツアー
　気球体験を実施。

10 月 1 日㈯
芋掘り＆こんにゃくづくり体験

10 月 22 日㈯
須山地区
 学びの場の提供

３回連続講座
　コミュニケーションスキルをアップするためには、
これまでのクセや思い込みに気づくことが大切です。
この講座では、自分の気持ちも相手の気持ちも大切に
しながら上手に伝えるスキルを学びます。

11 月５日㈯、12 月 11 日㈰、１月 14 日㈯　午後
 相談窓口

　あなたの価値観を大切にしながら、将来設計を一緒
に考えていきます。キャリアカウンセリングなどを学
んだカウンセラーが相談に応じます。相談は無料です。

毎月最終土曜日 10 時～ 16 時（1 人 50 分程度）
市民文化センター
電話または電子メールでお申し込みください。

※アウトドア体験ツアー、芋堀り & こんにゃくづく
り体験、3 回連続講座は、内容が決まり次第広報紙
やフェイスブックなどでお知らせします。

出会いやネットワークを作る機会を提供し
ます。出会い

学 び

相談
サポート

つながり

行動を見直し、スキルアップをするための
ワークショップを開催します。

専門のカウンセラーが自己分析や将来設計
についてアドバイスを行います。

人と人のつながりを豊かにすることが大切
です。

出会い

学 び相談
サポート

つながり
充　実

　恋来い支援センターでは、独身の男女に結婚へ向けてのさまざまな
サポートを実施します。自身のスキルアップや出会いの機会の提供、カ
ウンセリング相談、各種イベントを紹介するなど自信を持って結婚へ歩
むことができる “ 意識 ” を育てるお手伝いをします。

芋掘りの様子
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市営墓地は、深良中学校から１km 上ったところにあります。
墓地からは、美しい雄大な富士山を眺めることができます。今回、
既に整備が済んでいる 114 区画の使用者を募集します。申込受
付期間は、６月 15 日㈬から７月７日㈭までで、引き渡しは９月
初旬ごろになります。

生活環境課
995-1816

募集区画は 114区画

３平方メートル【標準タイプ】／ 112 区画（１号墓
域▶２区画、２号墓域▶１区画、３号墓域▶ 109
区画）

６平方メートル【倍区画タイプ】／ 1 号墓域▶２区
画

※４～９号墓域は未完成

対象は市や近隣市町に住民登録がある方
市内に通勤している方

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

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

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

申し込みは 6/15 ㈬～ 7/7 ㈭

申込方法
生活環境課、各支所（深良、富岡、須山）にある墓

所使用申込書に必要事項を記入し、住民票（市外に住
み、市内事業所に勤務している方は勤務証明書も必要）
を添付して生活環境課へ直接提出してください。

墓所使用申込書は、市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
申込受付期間
６月 15 日㈬～７月７日㈭　９時～ 17 時
※土・日曜日を除く

使用区画抽選会

　申し込んだ方は、参加してください。
とき／７月 14 日㈭　14 時～
ところ／市役所　地下会議室

引き渡しは９月初旬ごろ

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

永代使用料と管理料は
墓所使用許可申請をするときに納付

墓所使用許可申請をするときに、永代使用料と管理
料を納付してください。墓所の使用が許可された方に
は、実際に使用していない場合でも、毎年管理料がか
かります。

一度、納付された永代使用料と管理料は返金しませ
ん。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年以内に変換する場合は、永代使用料の２分
の 1 を返金します。

3㎡（標準） 6㎡（倍）
永代

使用料
市に住民登録がある方 430,000 円 860,000 円

市外に住民登録がある方 570,000 円 1,140,000 円
管理料（年間） 5,140 円 10,280 円

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 ㈭

墓所使用許可申請
永代使用料・管理料の納付

７/15 ㈮～８/25 ㈭

墓所使用許可書の発行・引き渡し
９月初旬

⬇

⬇

⬇

使用申し込みから引き渡しまで
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市民体育館　 993-0303
生涯学習課　 992-3800

平成 27 年７月から工事のため休館している市民体育館が、リニューアルオープ
ンします。総工費は約７億円で、防衛省の補助金を活用しています。耐震補強を行
い安全性が高まりました。太陽光発電や LED 照明を採用するなど、環境にも配慮
しました。大会議室の床をフローリングにしたり、健康増進ルームに認知動作型の
トレーニングマシンを設置したりしたほか、コインシャワーや個別空調を導入し、
利便性の向上を図りました。

7/2 ㈯に記念イベント、7/3 ㈰から一般公開

❶耐震補強を行い、安全性が高まりました。
❷大会議室の床をフローリングにし、壁には鏡を設置。ダンスやヨガなど多目的に利用で

きる部屋になりました。
❸１階西側の機械室だった空間を健康増進ルームに変更。福祉保健会館と旧勤労青少年

ホームにあった認知動作型トレーニングマシンを移設しました。
　※利用には専門の講習を受ける必要があります。利用料金は１回 100 円です。
❹アリーナの床を研磨し、ラインを引き直しました。
❺エアコンを個別空調とし、部屋ごとに温度管理がしやすくなりました。また、トレーニ

ングルームと健康増進ルームにもエアコンを設置しました。
❻トイレとシャワーを新しくしました。シャワーはコイン式になりました。
❼太陽光発電装置の導入や照明の LED 化、設備の更新などを行い、省エネ化を図りました。

リニューアルの７つのポイント

●❶ ●❷ ●❸耐震補強 大会議室 健康増進ルーム
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◎午前の部
内　　容 と　　き と こ ろ 対　　象

式典、館内の解説 9：00 ～ 10：00
アリーナ どなたでも見学できます。

申し込みは不要です。武道演武
加藤学園高校吹奏楽部による演奏 10：00 ～ 11：00

※他の施設は利用できません。

◎午後の部
内　　容 と　　き と こ ろ 対　　象 定　　員

元バドミントンプロ選手 
池田信太郎さんによる講習会 13：00 ～ 17：00 アリーナ 中学生以上の経験者 50 人

ソフトヨガ教室 13：30 ～ 14：20

大会議室 18 歳以上 各 20 人骨盤美活教室 14：30 ～ 15：20

ボクシングシェイプ教室 15：30 ～ 16：20

トレーニング講習会（第1部） 13：00 ～ 15：00
トレーニングルーム 高校生以上 各 50 人

トレーニング講習会（第2部） 15：00 ～ 17：00

認知動作型マシン体験会 13：00 ～ ／ 14：00 ～
15：00 ～ ／ 16：00 ～ 健康増進ルーム 中学生以上 各 10 人

卓球 1 時間入替え制 卓球場 どなたでも可 当日先着順

※ 参加は無料です。申し込みは６月 18 日㈯から受け付けます。市民体育館へ電話または直接お申し込み
ください。

※当日は駐車場が大変混雑します。市民体育館駐車場の他、いずみ幼稚園の駐車場もご利用ください。
※ ８月 28 日㈰に、記念イベントの第 2 部として、バスケットボール 3 on 3 のアドバイザリーコーチに

よる講習会や、 3 on 3 大会を行います。

7/2 ㈯記念イベント

●❹ ●❺

●❼

●❻

健康増進ルーム アリーナ

コインシャワー

LED 照明

個別空調
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今月の写真

Photograph ５月

今月の一枚 This month's best shot

サッカーを通じ友情を育む� ５月７日

富岡中学校と県立沼津特別支援学校愛鷹分校のサッカー部が、富
中グラウンドで交流試合を行いました。生徒たちは「一生懸命プレー
ができました。いい試合になりました」と笑顔で語りました。試合
の後に合同練習も行い、サッカーを通じた交流を深めました。

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。親子ら 300 人が参加し、放流された合計 66kg のニ
ジマスを次々と釣り上げました。59cm の大物を釣り上げた小学
生は「びっくりした。塩焼きにして食べたい」と語っていました。

59cmの大物を釣り上げた小学生も� ５月５日

撮影／葛山 仙年寺・渡邉朋宏さん（富沢）

葛山にある仙年寺の池にはショウブやスイレンなどが植えられて
います。この季節、ひときわ色鮮やかに咲いているのがキショウブ
です。アヤメ科の多年草で、観賞用の他、各地の水辺に自生してい
ます。写真は５月 17 日㈫に五月雨にぬれたキショウブをアップで
撮影しました。

五月雨の中の黄
キ
菖
ショウ
蒲
ブ
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Photograph 2016.5

協定締結で安心・安全な体制を一層強化�５月27日 市営墓地を芝桜で華やかに� ５月28日

太
サ
陽
ン
リィ・美

ミ
味
ミ
リィとおともだち協定� ５月９日

㈱セブン−イレブン・ジャパンと当市との間で「高齢者見守りネッ
トワーク事業に関する協定」と「災害時物資供給等に関する協定」
の２つの協定を結びました。市内に店舗を構えるセブン−イレブン
の店長・オーナーらが見守る中、協定書を取り交しました。

60 人のボランティアが、市営墓地で芝桜の植え付けや挿し芽を
行いました。600 株以上の芝桜を白、ピンク、赤と揃うように植
え付けました。挿し芽は約 1,500 鉢分。ボランティアの皆さんが
24 鉢ずつ持ち帰り、秋の植え付けまで世話をしてくれます。

「JA なんすん」のキャラクター“太陽リィ・美味リィ”と“すそ
のん”が、ゆるキャラ ®グランプリ 2016 のエントリーの初日に、
おともだち協定を結びました。イベントや PR 活動などで協力し合
いながら、上位入賞を目指します。

市の花アシタカツツジを学ぶ� ５月８日

市の花アシタカツツジを学ぶ講座が富士山資料館で行われました。
葉が５枚、雄しべが 10 本あることや近縁種と交雑が起こりやすい
ことなどの特徴を学芸員から学んだ後、富士山遊歩道に出向き、実
際に花を観察しながら、市の花に関する知識を深めました。

現場の改善で29人が文部科学大臣賞� ５月10日

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、現場での改良で科学
技術の振興に寄与した個人などに与えられます。今年は全国で
978 人、県下で 59 人、当市からは 29 人が受賞しました。

処分場の底に下りる貴重な体験� ５月17日

第二期一般廃棄物最終処分場の見学会に、約 30 人の市民の皆さ
んが参加しました。職員から施設概要の説明を受けた後、最終処分
場の底に下りて、埋め立て前の施設を見学しました。最終処分場は
６月から使用されます。15 年以上の埋め立てが可能です。
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インフォメーション

Information

旧植松家住宅の見学と利用

中央公園にある旧植松家住宅が、
開園日にいつでも自由に見学でき
るようになりました。また、住宅
内を展示やイベントなどで利用す
ることができます。

毎日９時～ 16 時　※月１回の
清掃日を除く
利用を希望する方は、利用日の
７日前までに、生涯学習課にあ

る利用申請書に必要事項を記入
し、提出してください。

　※申請書は市公式ウェブサイト
からダウンロード可
生涯学習課　992-3800
http://www.city.susono.

shizuoka.jp/life/ed/susono-
bunkazai.php

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

７月１日㈮　13 時 30 分～15 時
市民文化センター 33 会議室
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

富士山世界遺産登録３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３周年を記念し、次の
とおり入館料を無料にします。

６月 26 日㈰
開館時間／９時～ 16 時 30 分

富士山資料館　998-1325

裾野都市計画案の縦覧

　｢裾野都市計画の変更｣ の都市
計画の案について、縦覧を行います。
縦覧期間／７月１日㈮～ 14 日㈭

８時30分～17時15分　※土・
日曜日を除く
まちづくり課
裾野駅西土地区画整理事業区域
内の平松新道線東側の用途地
域・準防火地域・地区計画の変
更に関するもの
縦覧期間中に意見書を提出でき
ます。まちづくり課にある意見
書に記入してください。　※市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
まちづくり課　995-1829

　「裾野都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更と「区域区分」
の変更に関する都市計画を変更する原案について、公聴会を開催します。

市民の皆さんの意見を反映したより良い計画にすることが目的です。
公述人は公開の場で意見を述べることができます。

７月 29 日㈮　14 時～
市役所４階 401 会議室
●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。

●公述人がいない場合は、公聴
会を中止します。開催有無に
ついては、７月 25 日㈪以降
にお問い合わせください。

【公聴会での公述】
公聴会で公述したい方は、市

まちづくり課にある申出書など
に必要事項を記入し、県都市計
画課へ提出してください。
※郵送可

７月 15 日㈮～ 22 日㈮
　※土・日曜日、祝日を除く。

郵 送 の 場 合、 最 終 日 17 時
15 分必着

【原案の閲覧】
都市計画の原案を閲覧できま

す。
７月 15 日㈮～
※土・日曜日、祝日を除く
県都市計画課（県庁東館 12
階）、市まちづくり課

【その他】
都市計画の原案、公述申出書

などは、県公式ホームページま
たは市公式ウェブサイトからダ
ウンロードできます。

まちづくり課　995-1829
県都市計画課

　054-221-3062
〒 420-8601
静岡市葵区追手町 9-6

裾野都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針の変更などに係る公聴会
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習

しずおか市町対抗駅伝に向けて、
陸上競技（中・長距離）の合同練
習会を開催します。申し込みは不
要です。直接会場へお越しください。

６月 25 日㈯、８月 13 日㈯、
９月 18 日㈰　17 時～ 19 時
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の方
裾野市チームのコーチが、陸上
競技（中・長距離）の指導をし
ます。
10 月以降も開催します。
生涯学習課　992-3800

富士山マイカー規制

富士山の自然保護と、渋滞のな
い安全で快適な登山を目的にマイ
カー規制を実施します。規制期間
中はマイカーの通行ができません。
有料の乗換駐車場を利用し、有料
のシャトルバスやタクシーに乗り
換えてください。ご協力をお願い
します。
富士宮口（富士山スカイライン）

７月９日㈯９時～９月 11 日㈰
12 時

須走口（ふじあざみライン）
７月 10 日㈰０時～９月 10 日
㈯ 21 時
県道路企画課

　054-221-3359
http://www.pref.shizuoka.

jp/kensetsu/ke-210/Fujisan 

J-ALERT の自動放送試験

J-ALERT を活用した全国一斉
緊急地震速報訓練が行われます。
当市でも広報無線「広報すその」
で試験放送を実施します。

６月 23 日㈭　10 時 15 分ごろ
放送内容／「ただ今から訓練放送

を行います」「緊急地震速報。
大地震です。大地震です」「こ
れで訓練放送を終わります」＋
緊急地震速報チャイム音
危機管理課　995-1817

すその夏まつり花火大会
桟敷券・スタンド券の販売

８月６日㈯の 19 時 30 分から、
運動公園ですその夏まつり花火大
会を行います。桟敷券とスタンド
券を販売します。

７月５日㈫　９時～
市役所地下多目的ホール（６日
㈬以降は商工観光課）、富岡支
所、深良支所、須山支所、観光
協会　※桟敷券は、大野路、清
月、永田モータース、大庭電化
センター、恋路亭、さいとう看
板、豆久、みしまや（佐野）、ユー
フォトでも販売
●桟敷券（駐車券付き）8,000 円
●桟敷券（駐車券なし）6,000 円
●スタンド券（駐車券なし）

2,000 円
販売は、券
がなくなり
次第終了し
ます。
商工観光課
995-1825

がん検診等受診票
おわびと訂正

　対象者以外の方に送付した「平
成 28 年度 がん検診等 受診票」
の胃がん検診の個人負担金に誤り
がありました。おわびして訂正し
ます。
胃がん診察　65 歳以上選択制問
診・内視鏡検査
× 1,600 円
　　↓
○ 1,800 円

健康推進課　992-5711

県下水道排水設備工事
責任技術者試験

県下水道協会では、下水道排水
設備工事責任技術者試験を行いま
す。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。

10 月 19 日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館

（静岡市葵区黒金町）
20 歳以上学歴に応じた実務経
験がある方
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 19 日㈫～ 29 日㈮
受験に関する講習会を９月14 日
㈬に開催します。
上下水道課　995-1835
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インフォメーション

Information

年金相談

年金事務所の職員が、諸届出の
受け付けや手続きの相談に応じま
す。

７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
７月 14 日㈭
国保年金課　995-1813

ビブリオバトル
ワークショップ参加者

７月 16 日㈯
　午前の部：10 時～ 11 時
　午後の部：14 時～ 15 時

東西公民館（鈴木図書館３階）
中学生以上の方
各 30 人（先着順）
グループに分かれて、お薦めの
本を紹介し合うコミュニケー
ションゲームです。午前の部は
絵本、午後の部は自身の好きな
本を紹介し合います。
６月 21 日㈫９時～７月 10 日
㈰ 17 時

鈴木図書館　992-2342
992-2373

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守します。

　※時間はいずれも 13 時～ 16 時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

もっともっと楽しい
地域づくり講座参加者

７月 26 日、９月 13 日、10 月
18 日の火曜日　10 時～ 16 時
生涯学習センター
各回 20 人程度（申し込み多数
の場合は抽選）
地域や団体での活動に役立つ、
人の行動原理や驚くほど意見が
出る会議の進め方などを楽しく
学べます。
７月 15 日㈮

生涯学習課　992-3800

と　き ところ

７月６日㈬
県精神保健福祉
センター（静岡市
駿河区有明町）

７月20日㈬
熱海健康福祉

センター
（熱海市水口町）

患者・家族集中勉強会
「肺がん編」

がんと向き合っている患者とそ
の家族の方が、直面している問題
に正しい知識を持ち、病気に立ち
向かってもらうため、勉強会を開
催します。

７月８日㈮　12 時 55 分～ 16
時 50 分
県立静岡がんセンター研究所　
しおさいホール（長泉町下長窪）
肺がん患者とその家族の方
150 人
肺がんとは？（総論）、肺がん
の検査と診断、肺がんの外科治
療、肺がんの手術におけるリハ
ビリテーションなど
静岡がんセンターのあすなろ図
書館またはよろず相談、専門外
来に直接申し込むか、ファクス
またははがきでお申し込みくだ
さい。ファクス、はがきの場合
は、参加者名と連絡先を明記し
てください。
７月１日㈮ 17 時（必着）
質問は申し込みと併せて受け付
けます。
県立静岡がんセンター内

　疾病管理センター　集中勉強係
　989-5222

989-5557
〒411-8777　長泉町下長窪1007

90×50
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お知らせ

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 20 日㈬　10 時～ 12 時
市役所４階 401 会議室
６人（先着順）
７月１日㈮　８時 30 分～

戦略広報課　995-1802

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

普通救命講習会参加者

７月９日㈯　９時～ 12 時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30 人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

なつやすみ１日図書館員

７月 27 日㈬、８月３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
各日とも午前・午後の部各 16
人（先着順）

7 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ ㈲小沢土建
☎992-1401

３日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

９日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

10日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

16日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

17日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

18日㈪ ㈲M･Kアクアサービス
☎992-6599

23日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

24日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

30日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

31日㈰
小川設備工事店
☎993-2074

データバンク
６月１日現在

人　口　52,717人� （−46人）
　男　　26,815人� （−44人）
　女　　25,902人� （−２人）
世　帯　21,480世帯�（−18世帯）
内、外国人� 648人�341世帯

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
７月２日㈯９時から鈴木図書館
２階展示室で受け付けます。受
付時に配布する所定の申込用紙
に必要事項を記入し、お申し込
みください。
鈴木図書館　992-2342

７月　税金・料金

７月　カレンダー

納付期限：８月１日㈪

１日㈮ 市立水泳場開場
富士登山道須山口開山式

２日㈯ 市民体育館
リニューアルオープン式典

３日㈰ 婦人バレーボール大会

16日㈯ 社会福祉大会

23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� 第１期分

介護保険料� 第１期分
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今月の救急協力医

7月前期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

日 内 科 外 科 小児科

１㈮ 森医院 966-20１7 石川 萩野クリニック 966-7１１１ 根古屋 まるやま小児科
医院 98１-8577 堂庭

２㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-１2１2 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

山本整形外科 ・
循環器科 989-8１１１ 南一色 勝呂医院 962-3083 千本中町

３㈰ 武藤医院 93１-0088 三園町 山本整形外科・
循環器科 989-8１１１ 南一色 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

4 ㈪ 田沢医院 962-１205 大手町 田沢医院 962-１205 大手町 田中医院 92１-2053 高島町

5 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-522１ 竹原 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

6 ㈬ 本村クリニック 969-000１ 大塚 さくら胃腸科・
外科 994-１008 御宿 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

7 ㈭ 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

8 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 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

9 ㈯ ひがしおか
クリニック 94１-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-１000 松下 田中医院 92１-2053 高島町

おおい神経内科 922-8886 北高島町 関外科胃腸科医院 92１-2１85 花園町

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

新井内科
クリニック 992-08１１ 久根 遠藤クリニック 975-880１ 久米田

11 ㈪ 岩渕内科医院 95１-4579 添地町 清水館医院 993-2323 茶畑 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町
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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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

●救急協力医の変更／６月 21 日㈫・23 日㈭の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　21 日㈫　変更前：大坂屋クリニック▶変更後：きくちクリニック（989-5788　 桜堤）
　　　　　　　　　　23 日㈭　変更前：きくちクリニック▶変更後：大坂屋クリニック（995-3100　 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

3 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

聖隷沼津病院
952-１000 松下　　

かやま産科婦人科医院
997-355１ 岩波　　

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢　　

10 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町　

本多眼科医院
93１-１5１9 御幸町　

沼津市立病院
924-5１00 東椎路　

うさぎ歯科医院
997-59１8 葛山　　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 92１-１300 西沢田 田中クリニック 992-１88１ 伊豆島田 りゅうじん医院 988-3１33 下土狩

13 ㈬ 林医院 93１-１１20 住吉町 松原医院 962-１496 白銀町 西村医院 97１-65１0 下土狩

14 ㈭ 今井医院 92１-32１１ 五月町 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

15 ㈮ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 東医院 92１-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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藤吉 彩
さ

羽
わ

ちゃん
（３歳・本茶）

●屋上の道化たち
著：島田荘司　講談社（御手洗潔シリーズ）

●イノセント　THE　INNOCENT
著：島本理生　集英社

●ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード
著：小路幸也　集英社（東京バンドワゴン　11）

●パンドラの少女
著：M.R. ケアリー　訳：茂木健　東京創元社

●不倫　Adultery
著：パウロ・コエーリョ　訳：木下眞穂　KADOKAWA

●出発進行！里山トロッコ列車
　小湊鐵道沿線の旅
作・絵：かこさとし　偕成社

●くろグミ団は名探偵　カラス岩の宝物
作・絵：ユリアン･プレス　訳：大社玲子　岩波書店

●ぼくのおばあちゃんはキックボクサー
作：ねじめ正一　絵：山村浩二　くもん出版

●おしっこおしっこ
作：E. ジャドゥール　訳：V. オスダ　クレヨンハウス

一般書

児童書

７月の休館日

●７月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 ９日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分～ 本館　２階展示室

ファーストブック
 13日㈬  ９時～12時 展示室
 20日㈬ 13時～16時 展示室

16 ミリ映画祭
 23日㈯ 10時～ 市民文化センター

●親子ふれあいデー
と　き／７月 14 日㈭・22 日㈮　10 時～ 17 時
　　　　※開放日は変更になる場合があります。

●親子おりがみ教室
と　　き／７月 30 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
申し込み／７月９日㈯９時から受け付けます。　※電話可
そ の 他／ 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。

４日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪

新刊おすすめ本

井澤 篤
あつ

人
と

くん
（３歳・伊豆島田）

荻田 海
かい

翔
と

くん
（２歳 11カ月・須山三）

吉野 充
みつ

喜
き

くん
（２歳 11カ月・須山）

中村 花
はな

ちゃん
（２歳９カ月・石脇）

北山 結
ゆ

月
づき

ちゃん
（３歳・トヨタ）
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うるおいすその
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

6 月 11 日・12 日　
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2016
第 4 戦　富士山裾野御殿場大会
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p07 国保の脳ドック・人間ドック



市税 国庫支出金 市債 諸収入 地方消費税交付金 県支出金 その他
予算現額 109億5,574万円 36億4,158万円 23億6,480万円 15億  377万円 10億5,000万円 9億4,418万円 34億4,806万円
収入済額 106億4,842万円 27億1,230万円  6億2,620万円 13億7,631万円 11億5,851万円 6億  610万円 26億2,446万円
収 入 率 97.2％ 74.5％ 26.5％ 91.5％ 110.3％ 64.2％ 76.1％

■ 納めたお金（一般会計）
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ９万1,066円 22万4,202円
（５万4,658円） （13万4,568円）

固 定 資 産 税 ９万3,828円 23万1,002円
軽 自 動 車 税 2,033円 5,006円
市 た ば こ 税 7,666円 1万8,874円
都 市 計 画 税 6,990円 1万7,207円

合 計 20万1,583円 49万6,291円
（16万5,175円） （40万6,657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 ９万1,240円 22万4,630円
教 育 費 ４万9,969円 12万3,022円
総 務 費 ３万6,663円 ９万　264円
公 債 費 ３万2,461円 ７万9,917円
土 木 費 ５万　736円 12万4,910円
衛 生 費 ５万6,594円 13万9,331円
消 防 費 1万9,292円 ４万7,496円
そ の 他 ３万4,585円 ８万5,150円
合 計 37万1,540円 91万4,720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 地方金融機構 32億5,212万円 
商 工 費 1億4,482万円 銀 行 な ど 63億4,477万円
民 生 費 ４億6,503万円 財 務 省 73億7,308万円
そ の 他 130億3,186万円 静 岡 県 4,186万円

合 計 200億1,774万円 そ の 他 ５億1,976万円
合 計 200億1,774万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 ２億2,708万円 銀 行 な ど ２億2,708万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 59億7,247万円 旧郵政公社 19億3,019万円
財 務 省 15億　626万円
地方金融機構 25億3,602万円
合 計 59億7,247万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 14億3,758万円 財 務 省 ８億9,828万円
地方金融機構 ５億3,930万円
合 計 14億3,758万円

予算現額　　　239億 813万円
収入済額　　　197億 5,230 万円
収入率　　　　82.6％
※前年度からの繰り越し事業分を含む

収
入
済
額

予
算
現
額

凡例一般会計歳入

歳入状況

市では、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。今回は昨年度下半期（３月 31 日現在）の財政状況
を紹介します。
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特集１

予算・財産・市債の財政状況
平成 27 年度　下半期（３月 31 日現在）財政状況



予算現額　　　239億  813 万円
支出済額　　　196億 2,623 万円
執行率　　　　82.1％
※前年度からの繰り越し事業分を含む

民生費 土木費 衛生費 教育費 総務費 公債費 その他
57億5,797万円 40億1,478万円 35億6,638万円 33億1,199万円 23億3,545万円 17億1,520万円 32億  636万円 予算現額
48億1,966万円 26億8,006万円 29億8,950万円 26億3,956万円 19億3,671万円 17億1,470万円 28億4,604万円 支出済額

83.7％ 66.8％ 83.8％ 79.7％ 82.9％ 99.9％ 88.8％ 執 行 率

■ 水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 10億1,559万円 10億1,501万円 99.9％
収 益 的 支 出 8億1,367万円 7億3,818万円 90.7％
資 本 的 収 入 4,260万円 3,459万円 81.2％
資 本 的 支 出 5億3,834万円 4億4,202万円 82.1％

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

■ 土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 2億1,440万円 2億1,440万円 100％
収 益 的 支 出 2億1,853万円 2億1,535万円 98.5％
資 本 的 収 入 4億2,001万円 4億2,000万円 100％
資 本 的 支 出 6億4,190万円 6億3,452万円 98.9％

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

■ 市有財産の状況
数量または金額

山 林 1,211,336㎡
土 地 714,388㎡
建 物 163,143㎡
出資金および
貸 付 金 ２億1,782万円

基 金 95億4,226万円
車 両 122台

■ 特別会計
予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険 58億2,775万円 54億1,320万円 92.9％ 53億4,693万円 91.7％
後期高齢者医療事業 4億5,735万円 4億4,509万円 97.3％ 3億8,454万円 84.1％
介 護 保 険 30億4,639万円 29億4,899万円 96.8％ 27億1,118万円 89％
土 地 取 得 21万円 53万円 251％ 21万円 98.6％
十里木高原簡易水道 5,740万円 2,330万円 40.6％ 1,774万円 30.9％
下 水 道 事 業 12億5,305万円 8億8,246万円 70.4％ 9億9,645万円 79.5％
墓 地 事 業 5,377万円 4,358万円 81.1％ 4,088万円 76％
合 計 106億9,592万円 97億5,715万円 91.2％ 94億9,793万円 88.8％

※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
（平成28年３月31日現在）

総予算額 359億5,606万円

収入済額 305億5,905万円

支出済額 303億  436万円

財政課
995-1801
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8月6日
15時～20時50分

　全国花火競技大会で
内閣総理大臣賞を受賞
したスターマインをロン
グ・ワイド版にアレンジ。
裾野オリジナルの炎と
レーザーを加え、尺玉と
10,000発が富士の裾
野の夜空を彩ります。

　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。

出発地 駐車場 運行時間
1トヨタ A 駐車場

14：30～
2市役所
3トヨタ B 駐車場

15：30～

4市民文化センター ･
　商工会・福祉保健会館 市民文化センター

5トヨタ自動車東日本臨時駐車場
6須山地区研修センター
7南駿農協富岡支店 富岡第一小学校前
8南小学校

9向田小学校前 偕楽園・向田小学校
グラウンド

10岩波・富士見橋発着所
　（岩波駅近く） なし

夏まつり会場 最終発 22 時

・気象条件などによって、プログラムが変更になることがあります。
・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 分まで出庫できません。
・パノラマロードは、16 時から 23 時まで上り方向（国道 246 号方面）のみの通行になります。
・雨天の場合は、８月７日㈰に順延します。
・運動公園施設は、８月５日㈮から 8 月７日㈰まで一般利用できません。

運動公園
イベント
・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
・市民ステージ

土

すその夏まつり

富士山すその大花火大会
会場周辺案内図・交通規制 市内各地に臨時駐車場・シャトルバスを運行

16：00～ 22：30

21:00~21:30 は
許可車両のみの
通行になります。

246

観光協会
992-5005
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65 歳以上の方の介護保険料の納め方は、普通徴収と特別徴収の２通
りに分かれています。このうち、納付書や口座振替で支払う普通徴収の
納付期間は７月から平成 29年２月までです。
介護サービスが受けられなくなる場合がありますので、納め忘れのな

いようお願いします。

７月中旬に通知書が届きます

年金の年額が 18 万円以上あるかどうかによって、
年金から納める特別徴収と、それ以外の普通徴収に分
かれます。普通徴収で納める方には、７月中旬に納入
通知書（納付書）または口座振替通知書が届きます。
必ず納付期間内に納めてください。
普通徴収納付期間／７月～平成 29年２月
※特別徴収の場合は、特別徴収開始通知書の記載金額
が年金から引かれます。場合によっては、特別徴収
と普通徴収の両方で納付することがあります。

＜滞納している保険料がある場合＞
①納期限から１年以上１年６カ月未満の滞納分がある

方＝償還払い

介護保険課
995-1821

65 歳以上の方の介護保険料段階一覧表（平成 27 年度～ 29 年度）
保険料
段階 対　　象　　者 率 年間保険料 

（月額保険料）

第 1段階
本
人
が
市
民
税
非
課
税

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、または世帯全員が市
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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）

サービスにかかる費用の全額を、一度自己負担でお
支払いください。市に申請をすると、保険給付分が支
払われます。
②納期限から１年６カ月以上経過した滞納分がある方
サービスにかかる費用の全額を、一度自己負担でお

支払いください。その後、保険給付分の給付を申請し
てください。
※この場合は支払う保険給付分の一部または全部が、
一時差し止めとなります。

③納期限から２年以上経過した滞納分がある方
その滞納期間に応じて、自己負担割合が３割負担と

なります。高額介護サービス費が受けられなくなるこ
ともあります。
※第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満）の方も滞
納があると、①と②の対象になります。

特集３

７月から介護保険料〔普通徴収〕の納付開始
保険料は所得に応じて 11 段階
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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

8/1 からオレンジ色の新保険証

現在使っている緑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。
県後期高齢者医療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、
警察や国保年金課にご連絡ください。

旧保険証（緑色）

７月 31 日㈰まで

自己負担割合は前年の所得で決定

自己負担割合は、１割か３割です。病院で支払う金
額の割合を、平成 27年中の所得に基づき判定します。
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割になります
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

新保険証（オレンジ色）

８月１日㈪から

見 

本
見 

本
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脳ドック 140 人・人間ドック 60 人

対象
次の全ての要件に該当する方

●平成 27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

●昭和 17 年４月２日から昭和 61 年４月１日までに
生まれた方

●国民健康保険税の未納がない世帯の方
定員
脳ドック▶ 140 人　　人間ドック▶ 60人

実施期間と実施医療機関

脳ドック
と　き／ 10月 1日㈯～平成 29年１月 31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
●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
●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。

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 140 人、人
間ドックが 60 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。

国保年金課
995-1814

検査で病気を早期発見！

※人間ドックは、特定健診・がん検診を全て受けた場
合とほとんど同じ内容になります。特定健診の対象
年齢ではない、40歳未満の方に受診をお勧めします。

初日の午前中は地下会議室で受け付け

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ます。
申込期間／８月 18日㈭～９月 30日㈮
※定員になり次第締め切ります。

その他

●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。
●治療中の方は、医師と相談のうえお申し込みくださ
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。

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。（認知症を発見する
検査ではありません）

9,720円～
※ 医療機関によっ
て異なります

人
間
ド
ッ
ク

エックス線検査や血液検査な
どを行い、心臓、肝臓、腎臓、肺、
胃などの働きの検査をして病
気を防ぎます。

11,340円

7
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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

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 21日㈭
10時 20分～ 11時 30分	
福祉保健会館研修室
昭和 21年７月２日～８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

市民無料相談

７月 20日㈬　10時～ 12時
　※受付▶ 11時 40分まで
市役所４階会議室
●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

就労継続支援
Ｂ型事業所を追加

就労継続支援Ｂ型事業所に「パ
オ ･ポット裾野支所」を追加しま
した。
営業時間／平日　10時～ 15時
平松 474　TAKビルⅠ２F
障がいがある方の、就労支援を
行います。
本人と配偶者の収入で異なりま
す。
サービスの利用には、障がい福
祉課で申請などの手続きが事前
に必要です。
パオ ･ ポット裾野支所

　993-7433
　障がい福祉課　995-1820

農用地の利用計画の
変更（除外）の申請

平成 29 年度末をめどに農業振
興地域整備計画の定期変更を行う
ため、平成 29 年度中の農用地の
利用計画の変更（除外）申請がで
きなくなります。
やむを得ず農用地（青地農地）

の転用申請をする場合は、９月
12 日㈪が締め切りになります。

農林振興課　995-1823

空き家に関する
ワンストップ相談会

空き家に関する相続、税金など
の相談に、宅地建物取引士、税理
士、司法書士などが応じます。
７月 30日㈯　10時～ 15時
市役所地下多目的ホール
県内に住民登録がある方
予約がなくても相談できますが、
予約した方を優先します。

県くらし・環境部住まいづく
り課　054-221-3080

当市の斎場は、施設の老朽化が進んでいるため、
長泉町と共同で新しい斎場を整備します。

スケジュール

基本方針
●最後の別れの場にふさわしい施設
●故人をしのび、悲しみを癒し、慈しみを感じる施設
●人と環境に優しく、誰からも愛され、大切にされる
施設

●維持・管理コストのかからない施設

生活環境課　995-1816

現在の斎場敷
地と隣接用地を
含めて、建設を
計画しています。

裾野市運動公園

新東
名高

速道
路

今年度 調査・計画、住民説明会

平成 29年度 都市計画決定など

平成 30年度～ 32年度 設計・工事

平成 33年度 使用開始

隣接用地

現斎場敷地

隣接用地

現斎場敷地

新たな斎場を整備
平成 33 年度の使用開始に向けて進めています

現在の斎場

8
2016.7.1



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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

富士山資料館　特別展
「富士山信仰と御師・登山道」

富士山の世界遺産登録３周年を
記念して、須山口富士山信仰に関
係の深い御師と登山道などを紹介
します。
７月 16日㈯～ 10月 10日㈪

　９時～ 16時 30分
※休館日は月曜日と祝日の翌日。

　月曜日が祝日の場合は開館
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

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。

７月中旬～下旬
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

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行いま
す。
７月 21日㈭　13時～ 16時
市民文化センター
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

県住まい博 2016 

住まいに関するさまざまな情報
を提供します。
７月 16日㈯～ 18日㈪　10時
～ 16時
ツインメッセ静岡（静岡市駿河
区曲金）
県住宅振興協議会

　054-221-3084

AED の貸し出し

スポーツなどの大会・行事用に
AED（自動体外式除細動器）を
貸し出します。
必要時期の１カ月前に、市民体
育館にある借用書に必要事項を
記入し提出してください。
市内で行われるスポーツなどの
大会・行事を優先します。
市民体育館　993-0303

スクールコーディネーターの紹介
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」と学校支援ボラン
ティアの活動を推進するため、市内全ての市立
幼稚園・小・中学校にスクールコーディネーター
を配置しました。スクールコーディネーターは、
教育長から委嘱された13人です。

主な活動内容
●授業への協力
●体験学習への協力
●環境整備への協力
●学校行事やＰＴＡ行事への協力
●学校と協力しボランティアを募る

学校教育課　995-1838

東小学校区／鈴木健夫　向田小学校区／荒木よしゑ　東中学
校区／芹澤隆伸　深良地区／勝又俊博　須山地区／渡邉と
し子　西小学校区／西島隆彦　南小学校区／三ツ石純子　
西中学校区／佐々木秀樹　富岡第一小学校区／西川厚　富岡
第二小学校区／眞田千代子・眞田鈴代　千福が丘小学校区／
田中保夫　富岡中学校区／鈴木賀代子	 （敬称略）
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インフォメーション

Information

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
割額で異なります。　※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、課税額を証明で
きる書類を添えて幼稚園に提出
してください。
子ども保育課　995-1822

男性介護者交流会

７月 23 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
福祉保健会館１階集会室
介護している男性の方

介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会 992-5750

英語リトミック参加者

７月 21日㈭　11時～ 12時
ウェルピアながいずみ　アリー
ナ
裾野市・長泉町に住んでいる未
就学児とその保護者
50組（先着順）
７月 14日㈭

長泉町企画財政課 989-5504

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、伐木作業
の安全衛生責任者（大径木対応）
●技能講習▶高所作業者講習
（作業床の高さ 10 ｍ以上）
●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、パ
ワーポイント基礎、デジタルカ
メラ、夜間パワーポイント基礎、
夜間パソコン入門、夜間ワード
基礎、夜間エクセル基礎、夜間
ワード活用、夜間エクセル活用
●カルチャーコース▶フラワー
アレンジメント、手作り木綿ぞ
うり教室、アロマ教室、絵画教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

不発弾事故を防ぐ３カ条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

不発弾事故根絶のために

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
　㈯㈰・祝日▶
　　富士学校　当直　内線 2302

写真提供：陸上自衛隊富士学校

〜 安全を確保するために 〜
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。

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。法令によっ
て罰せられます。

２「さわらない！」
演習場内で写真のような砲弾など

を発見した場合は、絶
対に触れないでくださ
い。非常に危険です。
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お知らせ

65 歳以上の運動教室
西コース参加者

８月９日、23 日、９月 13 日、
27 日、10 月 11 日、25 日、
11 月８日、22 日の火曜日　
10時～ 11時 30分
福祉センター（西幼稚園北側）
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）
７月 11日㈪～ 29日㈮
深良、東コースも順次実施

介護保険課　995-1821

富士山資料館
野草観察ハイキング

申し込みは不要です。会場に直
接お越しください。
７月24日㈰　９時30分～14時
富士山資料館周辺
富士山資料館周辺で見られる有
毒・食用・薬用植物の観察

講師／大嶋章さん、大嶋よし子さ
ん（県環境学習指導員）

入館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円
第２駐車場をご利用ください。
昼食をご用意ください。
富士山資料館　998-1325

航空自衛隊見学

８月 10日㈬
航空自衛隊浜松基地
市自衛隊協力会の会員世帯の小
学４年生～高校３年生
30 人程度　※申し込み多数の
場合は抽選
浜松基地の見学など
700 円（昼食代、保険料など）

所定の申込用紙に必要事項を記
入し、ファクスで申し込むか、
電話で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可

　 富士急トラベル㈱沼津支店
　　962-7300
　 962-7666
７月５日㈫～ 13日㈬
市民課地区振興係　995-1874

脳いきいき教室（１コース）

認知症への知識を深め、予防へ
とつなげます。

８月 17 日㈬、31 日㈬、９月
９日㈮、16日㈮、23日㈮、30
日㈮　13時30分～15時30分
生涯学習センター
65歳以上で市に住民登録があ
り全６回を通して参加できる方
30人（先着順）
７月４日㈪～８月５日㈮
市民体育館会議室、富岡コミュ
ニティセンターでも順次実施

介護保険課　995-1821

輝くからだづくり講座

７月 24日㈰　14時～ 16時
　受付▶13時30分～13時50分
福祉保健会館３階研修室
市に住民登録のある方

テーマ／プロに学ぼう！　生活習
慣と栄養・体のしくみ

講師／小川薫さん（順天堂大学保
健看護学部教授）
90人（先着順）
７月 15日㈮
定員に満たない場合は、当日も
受け付けます。無料託児を希望
する方は、事前にお申し込みく
ださい。（10人先着順）

健康推進課　992-5711

夏休み手話教室

７月 23 日㈯、24 ㈰　10 時～
12時
福祉保健会館 3階研修室
30人（先着順）
指文字、あいさつなど
氏名、住所、連絡先を電話でご
連絡ください。　※ファクス可
７月 20日㈬
社会福祉協議会 992-5750
993-5909

第 55 回市民水泳大会

８月６日	㈯　８時 30分～
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年生以上で、
20ｍ以上泳げる方
１種目▶ 100 円

　リレー▶ 400 円（１チーム）
市民体育館へ直接お申し込みく
ださい。
７月 17日㈰
市民体育館　993-0303

科学遊び講座
「3Dブロックロボット教室」

３Dブロックを使って、自分の
思いを形にし、動かします。
８月 10日㈬　10時～ 12時
東西公民館
市内に住んでいる小学生

　※保護者同伴可
20人（先着）

講師／大津孝佳さん（沼津工業高
等専門学校）
東西公民館事務室にある申込用
紙に必要事項を記入し、お申し
込みください。
７月９日㈯　９時～
東西公民館　992-6677
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インフォメーション

Information

バスケットボール教室
＆３on ３大会

市民体育館リニューアルオープ
ンを記念し、バスケットボール日
本代表アドバイザリーコーチによ
る教室と３on３大会を行います。
８月 28日	㈰　９時～
市民体育館
●バスケットボール教室▶小学
生～高校生●３on ３大会▶小

学生以上の方
●バスケットボール教室▶100
人●３on３大会▶ 24チーム
１人 500 円
市民体育館にある申込用紙に必
要事項を記入し
スポーツ協会へ
ファクスでお申
し込みください。

　 941-9786
７月３日㈰～ 24日㈰
バスケットボール協会

（飯塚）090-3563-6118
（原）090-3568-9058

囲碁入門・初心者教室
( 夏季講座 )

７月23日、30日、８月６日、13日、
20日の㈯　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）
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。
７月９日㈯９時～17日㈰ 21時
東西公民館　992-6677

消費者相談室 Counseling Room

Q 「物干し竿が２本で 1,000 円」と呼び掛ける
移動販売車を呼び止めた。「２本で 1,000 円

の竿はさびるのでステンレスの方が良い」と言われ「ス
テンレスの方を購入する」と言ったら１本１万円だっ
た。断れず支払ったが高すぎるので返したい。

Ａ 呼びかけと別の高額な商品を売ったり、竿を
切って長さを調整したりして、買わざるを得

ない心理に陥らせて販売するケースが見られます。
移動して販売していることで、業者名や連絡先がわ
からないことが多く、代金を払ってしまうと解約や
返金は困難です。宣伝や呼び掛けに惑わされずに購
入の意思表示をする前に、しっかり金額を確認しま
しょう。領収書や契約書などは、必ず受け取ってく
ださい。クーリング・オフや解約できる場合もあり
ます。早め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

消費生活センター便り Center News

クーリング・オフ
訪問販売などで商品を買った後、一定期間内なら

無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。
①期間内に必ず書面で行いましょう。
②簡易書留または、特定記録郵便で送付し、手元に
控えが残るようにしましょう。

③クレジット契約している場合は、販売会社とクレ
ジット会社双方に書面を送りましょう。

　クーリング・オフができる期間は、申込書類また
は契約書類を受け取った日から、訪問販売・電話勧
誘販売・継続的なサービス（エステ・学習塾など）、
訪問購入が８日間。業務提供誘引販売（内職商法な
ど）・連鎖販売取引（マルチ商法）が 20日間です。
　書面の作成の仕方など詳しい内容については、消
費生活センターへご相談ください。
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Health

健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

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）

●	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
６か月児
育児教室

12日㈫
９:00～９:15

平成28年１月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫
13:00～13:30

平成27年１月
生まれの方

２歳児
親子教室

26日㈫
９:00～９:15

平成26年６・７月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭
13:00～13:15

平成26年１月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00～13:30

平成25年７月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
４・11・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

11日㈪
13:00～15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

４日㈪
13:00～15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

６日㈬・22日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

11日㈪・28日㈭
13:30～15:00

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

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

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㈫※  9:00 ～ 11:30
25日㈪　 13:00 ～ 15:30

※はC型肝炎検査もできます。

県東部保健所 地域医療課　 920-2109

エイズ検査・肝炎検査 健診・教室

７月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土
1 2

内科 外科
3 4 5 6 7 8 9

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

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

内科 内科 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 整形 内科 内科
31

整形
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今月の救急協力医

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

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 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

17 ㈰

杉山病院 963-4114 錦町 西方外科医院 921-1333 共栄町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

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

18 ㈪

境医院 975-8021 竹原 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

山谷内科医院 966-5333 青野 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

杉山医院 992-0028 平松 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

19 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

20 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈭ 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

22 ㈮ 柿田川医院 973-3601 柿田 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

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

24 ㈰

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 守重医院 931-2511 我入道
　江川

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

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

25 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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

26 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

27 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

28 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

14
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

小川歯科医院
993-3200 佐野　

18 ㈪ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

かまたクリニック
988-2488 文教町

伏見歯科医院
972-3040 伏見　

24 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

木村眼科
967-4611 原　　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　

大城歯科医院
973-2900 新宿　

31 ㈰ 沼津市立病院
924-5100 東椎路

静岡医療センター
975-2000 長沢　

岩端医院
962-1368 大手町

太田歯科医院
972-1318 長沢　

日 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 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

30 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 西島病院 922-8235 大岡 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

31 ㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 東医院 921-5520 高沢町

小林医院 966-7700 今沢 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

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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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4日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪
7月の休館日

登山者をめぐる争い

江戸時代、登山口の村々では、御
お
師
し
・先

せん
達
だつ
・強

ごう
力
りき
・馬

うま

子
こ
をはじめ、石室や茶屋を経営する人など、多くの人が

御
お
山
やま
挊
かせぎ
をしていました。そのため、参詣人 (登山者 )の

人数は、村の経済に大きな影響を与えました。須山村で
も御縁年には立て札を建てたり、観光案内の「冨士山須
山口略絵図」を作成したりするなど誘客に努めました。
各登山口でのこのような動きはトラブルも生みました。
下の２枚の古文書は、「為取替證文之事」という表

題で寛政９年 (1797) に須山村と須走村との間で取り
交わされたものです。須山村からの文書には「十里木
新田へ案内人を出していましたが、要望通りに案内人
を出すことはやめます」と、須走村からの文書には「参
詣人の姿や商人の姿をさせて登山をするように勧める
ことはしません」と書かれています。昔も今も客引き
の問題があったことがわかります。

為取替證文之事

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！

坂田おさむ、つのだりょう
こ、「ガラピコぷ～」の仲間
たちが大集合！	歌や踊りが
いっぱいの、楽しいステージ
をお届けします。
と　　き／ 11月 12日㈯　1回目 13時～、
　2回目 15時 30分～　　※開場▶ 30分前
料　　金／全席指定（税込）	１歳以上　2,600 円
　※ 1歳未満で膝上鑑賞の場合１人まで無料
発 売 日／７月 23日㈯　9時～
　※各プレイガイドでも発売します。

無料の和太鼓体験ワークショップ
を開催します。
と　　き／８月 11日㈭　13時～
と こ ろ／多目的ホール
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

髙村さんは、５月８日㈰にアメリカ・バージニア
州で開催されたチア・ダンスの全米最大級の大会
「THE�U.S.�FINALS」に、日大三島高校・中学校
応援部のチーム「P

ピンキー
inky�C

チェリーズ
herries」のメンバーで

出場し、Varsity�Pom�Dance 部門で優勝。この大
会は全米 6カ所で開催され、各大会で部門優勝し

たチームの中で、Division�GRAND�CHAMPION
（部門総合優勝）に輝きました。「１年をとおして培っ
た成果をチア・ダンスの本場アメリカで認められ、
とてもうれしかったです」と大会を振り返ります。
アメリカでは、時差ぼけや食事が合わないなど海外
の大会ならではの苦労も話してくれました。
部活では３年生がこの大会で引退をしたため、髙
村さんを含めた２年生が、これからはチームを引っ
張っていく役目を果たします。その中でも髙村さん
は「ターンなどのテクニックが上手で、表情が豊か
なため、どこのポジションにも出せる存在です」と
顧問の先生は語ります。
日ごろの練習では「基本的なあいさつや返事、を
大切にし、練習の雰囲気を良くすることを心掛けて
います」と話す髙村さん。けがにも注意して日々練
習に励んでいます。また「勉強との両立が大変です」
と学生らしい悩みも話してくれました。
最後に目標を尋ねると「先輩たちが築いてくれた
この結果を自分たちの代で終わらせないように次に
つなげていくことです」と笑顔で話してくれました。
今後の活躍が期待されます。がんばれ！　髙村さん。

チア全米大会で Varsity Pom Dance 部門総合優勝
髙村 彩

あや

音
ね

さん（新道・17 歳）

須
走
村
か
ら

須
山
村
か
ら

（
須
山
区
有
文
書
）

聴いて！触れて！はかせみきたの和太鼓ワークショップ
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うるおいすその
働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

６月 15 日　
ロケ支援映画「TOO YOUNG TO DIE ! 若くして死ぬ」
特別試写会
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市議会６月定例会が、６月 10 日㈮から 27
日㈪までの 18 日間の日程で行われました。 
条例改正や補正予算など 31 案件が審議され、
可決されました。ここでは、主な議案を紹介し
ます。

◆◆◆　議　案　◆◆◆

◆人権擁護委員の推薦
　渡邉秀行氏を新たに推薦することが適任とされました。

◆市固定資産評価員の選任
　副市長の江藤建夫氏が固定資産評価員を退任するた
め、7 月 1 日㈮付けで副市長の鈴木学氏を新たに選任
することに同意されました。

◆印鑑条例の一部を改正
　個人番号カードを利用し、コンビニ設置端末機で証
明書などの交付が開始されたことや、７月 31 日で本
庁舎に設置されている自動交付機を廃止するため、条
例の一部を改正します。

◀７月 31 日㈰で廃止
　される自動交付機

◆住民基本台帳カードの利用に関する条例を制定
　本庁舎に設置している自動交付機を廃止するため、
古い条例を改正し、新たに条例を制定します。

◆手数料条例の一部を改正
　本庁舎に設置している自動交付機を廃止するため、
条例の一部を改正します。

◆保育所条例の一部を改正
　市長が指定する保育所の施設管理や運営などに、指
定管理者制度を導入するため、条例の一部を改正します。

◆児童館条例の一部を改正
　市長が指定する児童館の施設管理や運営などに、指
定管理者制度を導入するため、条例の一部を改正します。

指定管理者制度の導▶
入が予定される御宿
台保育園と北児童館

●●●　補正予算　●●●

一般会計補正予算（第１回）
　既定の予算総額に 3 億 3,600 万円を追加し、歳入
歳出予算総額を 213 億 9,100 円としました。法人市
民税法人税割の減額更正によって生じた還付金を予算
措置するため、4 月 8 日㈮に専決処分を行いました。

特集１

市議会６月定例会
条例改正や補正予算など 31議案を可決
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●豊かな心を育む教育の推進
　昨年 12 月の平和都市宣言を記念して、市内中学校
の代表生徒を広島に派遣し、平和への願いと意識の醸
成を図ります。

広島原爆ドーム▶
（写真提供：広島市）

一般会計補正予算（第３回）
　既定の予算総額に 300 万円を追加し、歳入歳出予
算総額を 214 億 2,400 万円としました。
　補正予算の主な内容は、次のとおりです。

●迷惑電話非着信装置設置
　高齢者の皆さんなどを詐欺や悪質商法の被害から守
るため、希望する世帯に迷惑電話非着信装置を設置し
ます。平成 29 年 3 月まで、無料で利用してもらい、
普及を図ります。

◀迷惑電話非着信装置

●「ふりかえる裾野」写真デジタル化
　寄付金を活用し、「広報すその」の連載コラム「ふ
りかえる裾野」で使用された写真など、昭和 20 ～
30 年代に撮影した白黒写真のネガフィルムをデジタ
ル化し、長期保存と利活用を図ります。

「ふりかえる裾野」▶
などの昭和の写真　
をデジタル化　　　

●中学校教育備品購入
　寄付金を活用し、西中学校吹奏楽部の楽器を整備し、
学習環境の充実を図ります。

一般会計補正予算（第２回）
　既定の予算総額に 3,000 万円を追加し、歳入歳出
予算総額を 214 億 2,100 万円としました。
　補正予算の主な内容は、次のとおりです。

●住宅建築の促進
　勤労者向けの住宅資金補助の貸付件数枠を 25 件か
ら 55 件に拡大させます。

●道路施設の長寿命化
　東名跨道橋〔東名瀬戸山（Ⅰ）橋〕の長寿命化に向
けた補修工事を NEXCO に委託します。

◀ 長寿命化の補修を行
う東名跨道橋

　〔東名瀬戸山（Ⅰ）橋〕

●防災体制の整備促進
　防災体制整備事業として、広域避難地の西小学校に
非常用給水タンクを設置します。また、原区・南堀区
の自主防災会が行う防災資機材の整備に、助成金を交
付します。
　医療救護所用備蓄品整備事業として、災害発生時に
設置する４カ所の医療救護所（須山地区研修センター・
福祉保健会館・裾野高校・南小学校）に、医療用の備
品など医療救護活動に必要な資機材を整備します。
　中学校耐震改修事業として、生徒が安心して快適な
学校生活を送ることができるよう、深良中学校の校舎
の耐震補強と防水工事、東中学校昇降口棟の建て替え
工事のための実施設計を行います。

医療救護所の備蓄品▶
が整備される南小学
校防災倉庫

特集１

3
2016.7.15



戦略広報課
（富士すそのフィルム・

コミッション事務局）
995-1802

フィルム・コミッション事業は、映画やドラマなどの映像作品
の撮影を誘致し、支援することです。市では、平成 26 年にその
事業の主体となる「富士すそのフィルム・コミッション」を設立
しました。支援した映像作品を通じて、市の認知度の向上やイメー
ジアップ、地域の活性化などを目的としています。東京から
100km 圏内とアクセスが良いため、市内で行われるロケが増え
ています。

ロケ実績は昨年度の 1.4 倍

　昨年度のロケハン※●①件数は 62 件でした。この内、
実際にロケ※②が行われた件数は 21 件となりました。
いずれも前年度のロケハン件数48件、ロケ実施（支援）
件数15件を上回る実績となりました。富士すそのフィ
ルム・コミッションでは、「ロケによるまちづくり推
進協議会」と連携しながら、ロケの誘致や支援を行っ
ています。

経済効果に加え、目に見えない効果も

　ロケ支援による経済効果はもちろんですが、ＰＲや
教育など、さまざまな効果が期待できます。フィルム・
コミッション事業による効果には、次のものがあります。
❶撮影隊が滞在することで、弁当などの飲食や宿泊、

セット設営のための工事や資機材調達、ごみ処理な
どさまざまな消費が生まれ、地域に経済効果をもた
らします。

　【経済効果】　平成26年度▶約2,200万円
　　　　　　　平成27年度▶約2,700万円
❷映像作品を通じて、市のくらしや景色、市民の皆さ

んの素顔など、当市の魅力や情報を全国・全世界に
発信することができます。

ＷＯＷＯＷ連続ドラマＷ「テミスの求刑」

　市庁舎をメインロケ地に大規模ロケ。延べ約 500
人のエキストラが参加

映画「エヴェレスト～神々の山嶺～」

　約 10 日間、市内の冷凍倉庫のマイナス 20 度の過
酷な環境で撮影。エヴェレストの氷壁を再現

映画「TOO YOUNG TO DIE ！若くして死ぬ」

　東中学校、バンドスタジオや焼肉店、民家などで撮
影。「すそのん」も特別出演

❸映像作品を通じて、身近な場所や風景を違った角度
から目にすることで、自分のまちの隠れた魅力の再
発見につながります。
❹本物の撮影現場やアーティストに触れることで、子

どもたちの可能性が触発され、芸術文化の醸成につ
ながります。

エキストラ＆サポートスタッフと
撮影協力施設を募集！

　作品づくりに参加しませんか？　登録した方には、
必要に応じて制作会社からの依頼内容をご連絡します。

〔エキストラ・サポートスタッフ〕
　市内や近隣市町で映画やドラマなどの撮影が行われ
る際に、エキストラ※③として出演できる方や撮影の
お手伝いが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
臨場感を体感できます。憧れの俳優さんに会えるか
も？！

〔撮影協力施設〕
　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してもらえる方を募集します。
撮影では、住宅や商店、事務所、田畑、空き地など、
さまざまなロケーションのニーズがあります。
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映画やドラマに“裾野”が登場！
ロケ誘致で認知度アップ！　まちの魅力を再発見‼

特集２



〔登録方法〕
　登録を希望する方は、市公式ウェブサイトの「観光」
＞「フィルム・コミッション」内にある「エキストラ、
サポートスタッフ登録申込書」、または「ロケ協力施設
登録申込書」に必要事項を記入し、戦略広報課へ提出
してください。

【市公式ウェブサイト】http://www.city.susono.
shizuoka.jp/ss/film/extra-support.php

『TOO YOUNG TO DIE ！若くして死ぬ』
全国劇場公開中！（東宝系）

あ ら す じ ／ 地獄の赤鬼先生×キスもできずに死ん
　じゃった高校生のフツーの高校生・大助は、同級生
　のひろ美ちゃんのことが大好き。超絶地獄めぐり！
　修学旅行中のある日、大助は不慮の事故に遭ってし
　まう。目覚めるとそこは地獄だった！！ 慌てる大助
　を待ち受けていたのは、地獄農業高校の軽音楽部顧
　問で、地獄専属ロックバンド・地

ヘ
獄
ル

図
ズ

を率いる赤鬼
　のキラーＫ。キラー K によると、なんと、えんま
　様の裁きにより現世に転生するチャンスがあるとい
　う！ キラー K の“鬼特訓”のもと、生き返りを賭
　けた、大助の地獄めぐりが幕を明ける！！！！
出演／長瀬智也、神木隆之介、尾野真千子、森川葵、
　桐谷健太、清野菜名、古舘寛治、皆川猿時、シシド・
　カフカ、清、古田新太、宮沢りえ
監督・脚本／宮藤官九郎

ドラマ「逆転弁護士ヤブハラ」

　一昨年に続き、市庁舎で撮影。刑事や警官役で多数
の市民エキストラが参加

ドラマ「ダメな私に恋してください」

　深田恭子さん演じる主人公の母校の設定で東中学校
を使用。ディーンフジオカさんが音楽室のピアノで弾
く「月光」が印象的

映画「はなくじらちち」

　文化庁の若手映画作家育成事業の一作品。五竜の
滝や駅前中央通り商店街など約８割を市内で撮影し
たまさに「ご当地映画」

　4 年前に、初めてエキストラに参加しまし
た。出演本数はこれまでに 60 本に上ります。
通行人はもちろんですが、認知症や末期がん
の患者、医者や極道などいろいろな役に挑戦
しました。時には幽霊の役も……。
　ロケ中、自分の出番が来るまで待ち時間が
長くなることもありますが、まったく苦にな
りません。現場の何ともいえない緊迫した雰
囲気や、俳優さんの息遣いに触れることがで
きて、勉強になります。いい作品を作り上げ
ようと、監督から美術さんまで、スタッフが
一つになるところがたまらない魅力です。エ
キストラだからといって気を抜くわけにはい
きません。夫婦役で出演しているのは 2 割
ぐらいです。自然な感じで演じられるのがい
いですね。今では夫婦で第２の俳優人生を楽
しんでいます。

市野 悦郎さん・靜子さんご夫妻（久根）

市民エキストラ紹介

●①ロケハン：ロケーションハンティングの略でロケ地
　探しのこと
●②ロケーション（ロケ）：撮影所以外で行われる撮影
●③�エキストラ：映画やドラマなどに、通行人などの

ちょっとした役で出演する人

用語解説※

夫婦で第２の俳優人生
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４月に起きた、熊本地震の被災地支援として、当市から職員を派
遣しています。この地震の被害状況と支援状況を現地で支援を行っ
た職員から報告します。

危機管理課
995-1817

地震の経過

４月 14 日㈭ 21 時 26 分、熊本県熊本地方を震源
とする M6.5 の地震が発生し、16 日㈯１時 25 分、
同地方で M7.3 の地震（本震）が発生しました。最大
震度は、震度７を記録。この地震による被害は７月１
日現在、死者 49 人、行方不明者１人、地震による関
連死 20 人、負傷者は 1,500 人以上、住宅被害は 15
万棟以上で、全壊家屋は約 8,000 棟に上ります。避
難者は一時約 20 万人に上りました。

当市職員も現地で支援活動を

市では、県現地支援本部の要員として熊本県嘉
か

島
しま

町
まち

へ職員を派遣しています。県内各市町から集まった市
町職員が、避難所の運営や家屋の被害調査、罹

り さ い
災証明

の発行などの業務支援を現在も行っています。当市か
らは 6 人を派遣し、７月末にも 1 人派遣します。

４月〜５月に派遣した職員のレポート

日頃からの訓練や備えが大切
嘉島町では、避難所の運営支援を担当し、避難者名

簿の整備や区画分けなど
の作業を行いました。

発災直後は避難者や行
政職員などが一緒に避難
所を運営しますが、行政職員は復旧復興業務に就くた
め、早い段階から避難者による自主的な運営が必要に
なります。

避難所運営は、食事の配給や生活ルールの決定、清
掃、ごみの分別などを行います。避難所での生活のイ
メージがわかないという方は、HUG（避難所運営ゲー
ム）が非常に役立つと思います。しかし、一番は避難
所に来なくて済むように、日頃から備えを十分にして

おくことが大切です。
※ HUG を体験したい方、詳し
い内容を知りたい方は、危機管
理課へお問い合わせください。
危機管理課　藤田慎之介

耐震事業の重要性を実感
嘉島町では、罹災証明発行のための現地調査を行い

ました。現地の住民の方は、住宅の見た目と応急危険
度判定結果とのギャップ
に混乱してしまうことも
あり、苦労しました。

調査を行う中で、被害
の大きな住宅の共通点と
して、比較的古い住宅が
多いと感じました。当市でも行っている県の耐震事業、
プロジェクト「T

ト ウ カ イ ー ゼ ロ
OUKAI-0」の重要性を強く感じま

した。
被災地派遣の経験は、一生の財産となると思います。

この経験を生かし、当市で災害が起こってしまった時
のために備えたいです。
※プロジェクト「TOUKAI-0」は、地震が発生した

際に、建築物の倒壊を防ぐため、
対象となる建築物の耐震化を促進
する事業です。詳しい内容は、広
報すその８月１・15 日号で紹介し
ます。
まちづくり課　小澤千尋

皆さんから集めた義援金を被災地へ

市では熊本地震発生後、市役所や各支所などに募金
箱を設置し集めた義援金 1,682,702 円（６月 30 日
現在）を、日本赤十字社を通じて、
被災地へ寄付を行いました。皆さ
んの温かいご支援・ご協力をあり
がとうございました。引き続き平
成 29 年 3 月 31 日㈮まで、募金
箱を設置しています。ご協力をお
願いします。

時期こそわかりませんが、東海地震はいずれ発
生します。自分や家族を守るために、備えをしっ
かりと行うことが大切です。

特集３

平成 28年熊本地震　被災地報告
市職員７人を嘉島町へ派遣
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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
乱したりし、逃げ遅れてしまうことがあります。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

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
●世帯の全ての構成員が、65 歳以上または 15 歳未

満であること
●世帯のいずれかの構成員が、次の①または②の理由

で、障害者手帳の交付を受けていること
①肢体不自由１級から４級まで
②視覚障害１級から４級まで

●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

●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

対象となる家具は
タンス、食器棚、テレビなど

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。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。

申請の受け付けは
平成 29年１月 16日㈪まで

危機管理課または、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になります。
受付期間／平成 29 年１月 16 日㈪まで

補助額は家具などの数で異なります

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
家具固定台数別の補助金限度額

注意事項

●建物や家具などの状況で、固定作業ができない場合
があります。

●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。

●個人的に取り付けた金具代は対象外です。

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
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災害から身を守るために
家具転倒防止対策を支援します



プロフィール

投票は、パソコン・スマートフォン・
携帯電話から毎日できます。

投票期間 7月 22日㈮～10月 24日㈪7月 22日㈮～10月 24日㈪

検 索ゆるキャラグランプリ すそのん

１日１票投票をよろしくのん！

市マスコットキャラクター「すそのん」がゆるキャラ®グランプリ
2016 にエントリーしました。このグランプリは、インターネットで全
国のゆるキャラ®に投票をし、人気順位を決めます。

当市を全国に PR するため、「すそのん」への投票をお願いします。
１日１回投票できます。

戦略広報課
995-1802

目標発表、応援メッセージ披露・受付、ガンバレ三唱、
握手会、記念撮影、グッズの展示・販売などを行います。
とき／７月 22 ㈮　10 時～
ところ／市役所庁舎前　※雨天時▶市役所地下会議室

　参加者先着 223 人に
キャラクターオリジナ
ルグッズ（非売品）を
プレゼントします。

「すそのん」「太
さ
陽
ん
リィ・美

み
味
み
リィ」合同応援集会
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すそのんを全国へ！
ゆるキャラ®グランプリ 2016
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「すそのん」が「太
さ
陽
ん
リィ・美

み
味
み
リィ」と

� おともだち協定を結びました！

初出場　総合部門 284 位（ご当地部門 213 位）
平成 26 年３月に誕生した「すそのん」。同年 9 月

から 10 月まで行われたゆるキャラ®グランプリ
2014 に初出場。中部国際空港で開催された決選投票
では「すそのん」に兄弟 ?!　赤いほっぺのつぶらな
瞳のゆるキャラつながり「とち介（栃木県栃木市）」「お
おまぴょん（長野県大町市）」との運命的な出会いを
果たしました。

2014
出場２回目　総合部門 71 位（ご当地部門 51 位）

平成 27 年８月から 11 月まで行われたゆるキャラ®
グランプリ 2015 では、目標 100 位以内を掲げすそ
のん応援キャンペーンを展開。市内タクシー会社の協
力を得てラッピングタクシーの誕生や、テレビ出演で

「すそのん」を PR。結果、目標を上回る総合 71 位に
輝きました。また 12 月には、第１回すそのんキャラ
弁コンテストも開催しました。

2015

５月９日㈪、ゆるキャラ®グランプリのエントリー
の初日に「JA なんすん」のキャラクター「太陽リィ・
美味リィ」とおともだち協定を結びました。

イベントでの交流や一緒に仲良く地域の魅力を発信
し、ゆるキャラ®グランプリではお互いに上位入賞す
ることを誓い合いました。

名前／太陽リィ（左）・美味リィ（右）
役割／太陽リィはお茶、美味リィはミカンの妖精で、

JA なんすん管内の代表的な特産物を表しています。
２人は「食の安全を守り、安心を提供する」という
重要な役割を担いなんすん各地で活動をしています。

誕生日／ 2009 年３月８日
（JA なんすん 15 周年記念式典が行われた日）

●●●すそのんのお友達紹介●●●

ゆるキャラ®グランプリ「すそのん」の軌跡
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今月の写真

Photograph ６月

今月の一枚 This month's best shot

花火教室が聖母幼稚園で行われました。年少から年長までの 89
人が参加しました。花火を１本ずつ手に取り、順番に点火。消防士
は「腕を伸ばして」「振り回さないでね」などと、花火の安全な遊
び方を一人ひとりに優しく教えていました。

花火の安全な遊び方を学ぶ� ６月６日

第 45 回県消防救助技術大会が県消防学校で行われました。広域
化後初めての大会でしたが、富士山南東消防組合の職員は、団体の
ほふく救助で２位、ロープ応用登はんで３位、個人のロープブリッ
ジ渡過で第２位・第３位に輝くなど好成績を収めました。

消防救助技術大会で好成績� ６月１日

パノラマロードを花でいっぱいにする会では、６月４日㈯にコス
モスの種まきイベントを行いました。企業や団体、市民ボランティ
アの皆さんなど過去最高の約 200 人が参加。0.5 ヘクタールの畑
に種をまきました。写真は作業終了後、参加者全員で撮影した一枚
です。コスモスは９月中旬から見頃を迎えます。

200人でコスモスの種まき

撮影／パノラマ遊花の里
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Photograph 2016.6

消防団が厳しい訓練の成果を競い合う�６月26日 人形劇「一つの押し花」上演� ６月28日

ずっとよい歯で� ６月11日

消防団員が日頃の訓練の成果を競い合う消防操法大会が、トヨタ
自動車東日本株式会社東富士工場Ｇ駐車場で行われました。参加し
た 65 人の選手たちは、ポンプ車操法の部と小型ポンプ操法の部に
分かれ、機敏な動作や息の合ったチームワークを披露しました。

子ども人権教室が千福が丘小学校で行われました。6 人の人権擁
護委員が人形劇「一つの押し花」を上演。子どもたちはグループに
分かれ、他人を思いやることやお互いに信頼し合うことの大切さ、
人権の意味について話し合いました。

健康と歯のフェスティバル～よい歯をつくる親子のつどい～が市
民文化センターで開催されました。歯みがき指導やむし歯のできや
すさチェックのほか、肌年齢測定や乳がんの見つけ方などのコー
ナーを実施。家族そろって健康について考える１日となりました。

ママたちがバルーンアートにチャレンジ�６月７日

ママチャレ！バルーン講座が生涯学習センターで開催されました。
10 人が受講し、初めは割れそうな風船にビクビク。慣れてくると、
ウサギや剣などの作品をあっという間に完成させていました。この
講座の受講生は、10 月のママチャレ！の会場を飾ってくれます。

各地区のお父さんが奮闘� ６月19日

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。10
チームが参加しました。この日は、父の日。子どもに「頑張れ～！」
と声をかけられ、張り切るお父さんの姿が見られました。優勝チー
ムは、A ブロックが御宿入谷Ａ、Ｂブロックが金沢 16 でした。

地震が起きたとき、どう動くか� ６月25日

自主防災会連合会役員訓練会が、生涯学習センターと市民文化セ
ンターで行われました。熊本地震派遣者の講演会の後、グループご
とに分かれて地震が起きたとき、それぞれの自主防災会でどのよう
に指示を出し、どう動くかのシミュレーションを行いました。
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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けたりするとき、
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（農林振興課内）
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、４
ヘクタール以下の農地転用は、農業委員会が許可しま
す。４ヘクタールを超える農地転用は、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（通称：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。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おいたりすると、
新たに農地を取得できない場合があります。相続や時
効などで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（南駿農業協同組合）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。

農地に太陽光発電設備を
設置する場合も手続きを！

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。
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農地を農地以外に利用するときは、手続きを！
無断転用は農地法違反です
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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、相談会を週に１回開催します。
セミナーの講師は、昨年度に引き続き企業支援家とし
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

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。
と　き／９月 12 日㈪　19 時～ 20 時 30 分
ところ／生涯学習センター
定　員／ 190 人（先着順）
講　師／小出宗昭さん（富士市産業支援センター
　（f-Biz）センター長）
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、商工観光課へ電話またはファ
クス、メールでご連絡ください。

起業や販路拡大相談
週に１回実施　7/22 〜

起業や販路拡大に関する相談会を開催します。７月
22 日㈮から始めます。相談は何度でもできます。
と　き／毎週金曜日　11 時～ 19 時
ところ／市役所会議室
対　象／どなたでも相談できます。市に住民登録のあ

る方や市内で事業を行っているか起業を予定してい
る方、市内に本店・支店がある法人を優先します。

定　員／１日７組程度
相談員／白井昭義さん（経営コンサルタント）、神南
　臣之輔さん（イーラボ所長販促アドバイザー）、川
　口直志さん（イーラボ IT アドバイザー）、金子綾
　さん（イーラボ情報発信アドバイザー）
申込方法／氏名、会社名、住所、電話番号、メールア

ドレスを、商工観光課へ電話またはファクス、メー
ルでご連絡ください。

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。

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
しました。平成 20 年に㈱イドムを設立し、富
士市産業支援センター（f-Biz） の運営を受託。
センター長に就任しました。企業支援家として
1,200 件以上の新規ビジネスの立ち上げを手
がけています。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ます。

小出宗昭さんの略歴
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uso-biz 始めます
起業・販路拡大を応援
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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 16 日㈮②９月 17 日㈯
① CSA（静岡市葵区）②プラ
サヴェルデ（沼津市大手町）
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 22 日㈭
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
高校を卒業した方または見込み
の方で 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
９月８日㈭
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

裾野市を応援する
横断幕の貸し出し

富岡中学校の生徒が考案した当市
を応援する横断幕を貸し出します。
スローガン／熱く！轟け！裾野 !!

※「熱い気持ちが県内、全国に
轟くように」というメッセージ
が込められています。

大きさ／縦１m ×横 7.9m
生涯学習課にある物品借用願に
必要事項を記入し、使用日の約
１週間前までに提出してくださ
い。
●貸し出し期間は生涯学習課へ
ご相談ください。●市の行事で
優先して使用します。
生涯学習課　992-3800

夏休み富士山資料館
クイズラリー

富士山資料館のことをよく知っ
てもらうため、展示の内容を交え
てクイズラリーを行います。

申し込みは不要です。参加を希
望する方は、当日受付に声をおか
けください。

８月２日㈫～ 31 日㈬
※月曜日と祝日の翌日は休館

開館時間／９時～ 16 時 30 分
富士山資料館
小・中学生

入館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円　※８月 21 日㈰は
県民の日のため無料
参加者にはオリジナル缶バッジ
をプレゼントします。
富士山資料館　998-1325

フードドライブに協力を

家庭や職場などで余っている品
質には問題ない食品を集め、県内
の食べるものがなくて困っている
方々へ寄付します。ご協力をお願
いします。

８月１日㈪～ 31 日㈬
８時 30 分～ 17 時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く

寄付の方法／家庭や職場などで
余っている食品を社会福祉課、
社会福祉協議会に設置するボッ
クスに入れてください。
●生鮮食品の寄贈は受け付けて
いません。●賞味期限が９月末
以降となる食べ物を寄贈してく
ださい。●原則未開封の食べ物
を寄贈してください。●米、缶
詰、パスタ、そうめん、防災食
などが喜ばれます。
社会福祉課　995-1819

自衛官採用制度説明会

７月 26 日㈫、８月 13 日㈯、
29 日㈪　13 時～ 17 時
市役所地下会議室
募集職種・資格、試験日程、待
遇など
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

富士山南東消防組合
消防職員採用試験

裾野市と三島市、長泉町で構成
する特別地方公共団体の消防職員
を募集します。

１次試験▶９月 18 日㈰
富士山南東消防本部三島消防庁
舎（三島市南田町）

受験資格／●大学卒業以上▶平成
２年４月２日以降に生まれた方
●短期大学卒業以上▶平成４年
４月２日以降に生まれた方●高
校卒業以上▶平成６年４月２日
以降に生まれた方

　※それぞれ平成 29 年３月卒業
見込みを含む

採用予定人数／ 10 人程度
必要書類を富士山南東消防本部
総務課へ直接または郵送で提出
してください。
８月８日㈪～ 22 日㈪　※郵送
の場合は消印有効
試験案内（受験申込書）は、富
士山南東消防本部総務課、裾野
消防署、長泉消防署で８月１日
㈪から配布します。郵送もでき
ます。
富士山南東消防本部総務課

　972-5801
〒 411-0837
三島市南田町 4-40
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

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 21 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

市職員を募集
受け付けは 8/1 〜

平成 29 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
８月１日㈪～ 26 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

学校開放調整会議

９月から 10 月までに学校体育
施設を使用する場合は、必ずこの
会議に出席してください。

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課

　992-3800

地区 と　き ところ
須山 ８月   ２日㈫ 須山コミセン
東 ８月   ３日㈬

生涯学習
センター

深良 ８月   ５日㈮
西 ８月 10 日㈬

富岡 ８月 11 日㈭

全ての自動交付機の
運転終了

市役所玄関と１階ホールに設置
してある証明書などを発行する自
動交付機の運転を終了します。今
後は、マイナンバーカードを使っ
たコンビニ交付をご利用ください。

７月 31 日㈰
マイナンバーカードの申請・交
付については、広報すその６月
１日号をご覧ください。
市民課　995-1812

アルコール依存相談

アルコール依存に関する相談に、
専門の相談員が応じます。秘密は
厳守します。

①７月 25 日㈪②８月８日㈪
13 時～ 16 時（１回 45 分）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
①７月 22 日㈮②８月５日㈮

県精神保健福祉センター
054-286-9245

　市に住民登録がある方を対象に講座を開催します。この講座は、
すその健康マイレージの対象事業です。

健康推進課　992-5711

輝くからだづくり講座の
　　　　　　　　受講生を募集

11 月 25 日㈮
13 時 30 分～ 15 時
※受付▶ 13 時～ 13 時 20 分
生涯学習センター３階学習ホール

190 人
講師／澤登和夫さん（精神保健

福祉士）

心と体に効く睡眠のとり方〜夜はぐっすり、昼間もすっきり〜

８月 21 日㈰　14 時～ 16 時
※受付▶ 13 時 30 分～ 13 時 50 分
福祉保健会館３階研修室
90 人

講師／汐見登さん（しおみ歯科医院院長）
８月 12 日㈮
●定員に満たない場合は、当日も受け付けます。●無料託児があ

　ります。希望する方は、８月 12 日㈮までにお申し込みください。
　（先着 10 人）

プロに学ぼう！歯周病と生活習慣病の深い関係
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インフォメーション

Information

しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

７月 30 日㈯、８月 20 日㈯、
９月 10 日㈯　19 時～
※集合は 17 時 40 分
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の方、保護

者が市内に住んでいる小 ･ 中学
生・高校生、市内の中学校出身
の方

種目／小学男女 1,500m、中学男
子・中学 ･ 高校女子 3,000m、
一般女子 4,000m、高校 ･ 一般
男子 5,000m
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。 
生涯学習課　992-3800

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。

７月 19 日、８月２日・16 日
の火曜日　13 時～ 16 時（１
回 45 分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

第15回「裾野の農業」フォトコンテスト 作品を募集
このコンテストを通じて、農業の姿を豊かな自然景

観を背景に記録に留め、皆さんに紹介し、後世に美し
い景観を伝承します。
撮影対象／市内で撮影された農業に関するもの
撮影期間／平成 27 年10 月1日～平成 28 年10 月31日
募集作品／カラーの 2L・キャビネプリントで単写真

※未発表で、他に発表予定のない作品

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できます。

応募期限／ 10 月 31 日㈪（必着）
その他／●作品内の人物などの肖像権は、応募

者で了解が得られているものと判断します。
●応募点数は１人３点までです。●原則とし
て応募作品は返却しません。●入賞・入選作
品の原版は、後日指定する日までに提出をお
願いします。

賞／１等▶１点、賞金１万円
２等▶２点、賞金５千円
３等▶５点、賞金３千円
入選▶若干、記念品

農林振興課　995-1823
　〒 410-1192　佐野 1059

第 14 回 1 等作品
「いちばん茶」吉野 昌宏さん
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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。

８月 25 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
８月 12 日㈮

国保年金課　995-1813

ナイトミュージアム
in 富士山資料館参加者

８ 月 20 日 ㈯　19 時 30 分 ～
21 時 30 分
富士山資料館
小学４年生～中学３年生　※保
護者同伴
10 組（先着順）
暗闇の富士山資料館を探検しま
す。景品がもらえるクイズを行
います。また、夏の星空を学び
ます。

講師／秋山万喜夫さん（東亜天文
学会）

入館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円
懐中電灯、星座早見盤（お持ち
の方）
８月２日㈫～ 16 日㈫
車でお越しの方は第１駐車場を
ご利用ください。

富士山資料館　998-1325

ひとり親家庭のための
出張個別相談会

生活・就業・法律の相談会です。
弁護士が親権や養育費などの相談
に応じます。職業紹介や求職登録
ができます。

①８月８日㈪②８月 16 日㈫
９時 30 分～ 16 時
①沼津市役所８階大会議室

②富士市役所消防防災庁舎７階
母子家庭・父子家庭の方、離婚
を考えている方
●当日も受け付けますが、予約
した方を優先します。●託児を
希望する方は、事前にお申し込
みください。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191

８月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

６日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

７日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

11日㈭ 高橋設備
☎993-1336

13日㈯ 山崎設備
☎997-6766

14日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

20日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

21日㈰ 植松水道
☎992-4644

27日㈯ パイピング横山
☎992-3329

28日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

データバンク
７月１日現在

６日㈯ 市民水泳大会、すその夏まつり

15日㈪ 戦没者追悼式

20日㈯ 富士山すその阿波おどり大会

21日㈰ 環境美化活動、県民の日

31日㈬ 富士登山道須山口閉山式

８月　カレンダー

人　口　52,760人� （+43人）
　男　　26,840人� （+25人）
　女　　25,920人� （+18人）
世　帯　21,509世帯�（+29世帯）
内、外国人� 665人�358世帯

８月　税金・料金
納付期限：8 月 31 日㈬

市・県民税 第２期分

国民健康保険税 第２期分

介護保険料 第２期分

後期高齢者医療保険料 第１期分

水道料金・下水道使用料 第３期分
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今月の救急協力医

8月前期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 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 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

3 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 頴川医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

4 ㈭ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

5 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 守重医院 931-2511 我入道
　江川 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈯ 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

7 ㈰

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

あそうクリニック 929-7575 筒井町 田中医院 921-2053 高島町

鈴木医院 993-0430 佐野 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

8 ㈪ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

9 ㈫ おおい神経内科 922-8886 北高島町 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

10 ㈬ 森医院 966-2017 石川 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

11 ㈭

今井医院 921-3211 五月町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 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 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

12 ㈮ 旭医院 966-0031 原 東医院 921-5520 高沢町 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭
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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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　�９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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㈰
しんふじ耳鼻咽喉科
クリニック
0545-65-0600 川成新町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

しんあい歯科医院
973-6686 伏見　　

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　

梶歯科医院
994-1344 石脇　　

14 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

永井眼科
980-1777 萩　　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑　　

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

14 ㈰

池田病院 986-1212 本宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

15 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 西村医院 971-6510 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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一般書児童書

●主夫のトモロー
著：朱川湊人　NHK 出版

●旅立ちの季節
著：デビット・ゾペティ　講談社

●さよならクリームソーダ
著：額賀澪　文藝春秋

● 12星座とギリシャ神話の絵本
作：沼澤茂美・脇屋奈々代　あすなろ書房

●なくなタケシ
作：稲本昭治　絵：野村たかあき　文研出版

●こんばんはあおこさん
作：かわかみたかこ　アリス館

●８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
 ２ 日 ㈫ 10時30分～ 展示室

ファーストブック
 17日 ㈬ 9時～12時 展示室
 24日 ㈬ 13時～16時 展示室

親子ふれあいデー
 ５ 日 ㈮ 10時～17時 展示室

●すその 16ミリ映画祭
と　き／７月 23 日㈯　10 時～ 12 時 20 分
ところ／市民文化センター　多目的ホール　※入場無料

● 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。講習会を終
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 27 日㈯　９時 30 分～ 15 時
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／ 10 人（先着順）
申し込み／７月 30 日㈯から受け付けます。鈴木図書館へお 
　　　　　申し込みください。　※電話可
そ の 他／●終了して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。

森山 碧
あお

仁
と

くん
（２歳 11 カ月・富沢）

萩倉 つむぎちゃん
（３歳・堰原）

市川 愛
め

唯
い

ちゃん
（2 歳９カ月・二ツ屋二）

山下  碧
あお

斗
と

くん
（２歳６カ月・金沢）

大橋 梨
りり

華
か

ちゃん
（３歳・石脇）

池ノ谷 昭
あき

仁
ひと

くん
（２歳５カ月・千福）

新刊おすすめ本

時　間 フィルム名 部門
10時～ メイプルタウン物語 逃げてきた海賊 児童（アニメ）
10時25分～ トム・ソーヤの冒険 児童（アニメ）
10時52分～ I LOVEスヌーピー 児童（CGアニメ）

８月の休館日 1日㈪・8日㈪・15日㈪
22日㈪・29日㈪



すそのんへの投票は
こちらから

投票受付中

１日１票の投票をお願いします
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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります

トヨタ自動車東日本株式会社の 3 選手がリオ五輪セーリングに出場
（左から、富澤慎選手・牧野幸雄選手・高橋賢次選手）

Contents
p02 ９月１日は防災の日
p03 今こそ耐震補強を！
p04 平成29年度　市立幼稚園の入園児を募集
p05 富士山すその阿波おどり大会
p06 健康な生活を応援
p08 住宅に係る固定資産税の減額措置
p10 市みらい会議を開催
p11 みんなで子育てするまち推進事業

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。



４月の熊本地震では、大きな被害が発生しました。大規模な地震が
発生した場合に最小限の被害で済むように、日ごろからの備えを行
なってください。市では大災害が発生した際、広域避難地や避難所を
各地域に開設します。

危機管理課
995-1817

広域避難地にいる市の職員が
被災状況などの情報を収集

　市内には 11 カ所、広域避難地に指定した避難地が
あります。大規模地震が起きた場合、各広域避難地に
は、市の職員を派遣して各地の被災状況を把握します。
広域避難地にいる市の職員に、各地区の住民の皆さん
が被災情報を伝えてもらい、その情報を市の本部に報
告します。また、市の職員は緊急拠点地を巡回して、
情報の収集に努めます。
広域避難地
　西小学校、南小学校、裾野高校、生涯学習センター、
東小学校、向田小学校、深良小学校、富岡第一小学校、
富岡第二小学校、千福が丘小学校、須山小学校
※広域避難地などの施設の場所は、４月に配布した防

災マップにも記載されていますので、ご確認ください。

救護所は市内に４カ所開設

　大規模地震が起きた場合、市は医師会などの協力を
得て、市内４カ所に救護所を開設し、負傷者の救護に
当たります。医師はあらかじめ割り振られている救護
所へ行きますので、市内の病院は閉院します。救護所
には多くの負傷者が来ることが
想定されます。まずトリアージ
を行い、重傷者などを救護病院

（裾野赤十字病院）へ搬送した
後、軽傷者の手当てを行います。
救護所
　福祉保健会館、南小学校、裾野高校、須山地区研修
センター

避難所の運営は、避難者同士で

　市では、28 カ所の施設を避難所に指定しています。
大規模地震が起きた場合、まず広域避難地にある施設
を避難所として開設し、その後避難者の状況に応じて、
他の避難所を開設します。また、福祉避難所も開設し
ます。
　建物の応急危険度判定を専門家が実施した後、避難
所を開設します。避難所へは各区でまとまって移動す
ることが重要です。避難所は、市の職員が立ち上げま
すが、避難者同士で運営し、区画の割り当て・配置、
避難生活のためのルールなどを決めてもらいます。避
難者には地域の住民の方以外にも、災害時にその地域
に仕事や観光などで来ていた方も含まれます。避難者
相互での協力が大切です。
避難所
　西小学校、南小学校、裾野高校、生涯学習センター、
東小学校、向田小学校、深良小学校、富岡第一小学校、
富岡第二小学校、千福が丘小学校、須山小学校、西中
学校、西幼稚園、南児童館、東中学校、いずみ幼稚園、
東西公民館、市民体育館、深良中学校、深良幼稚園、
深良コミュニティセンター、富岡中学校、富岡第一幼
稚園、御宿台保育園、富岡コミュニティセンター、須
山中学校、須山コミュニティセンター、須山地区研修
センター
※福祉避難所▶高齢者や障がい者、乳児、妊産婦、傷

病者、外国人などの方に対応します。

浸水害・土砂災害時の避難

　避難準備情報を発表した際、東小体育館と須山コ
ミュニティセンターの２カ所に職員を派遣して避難所
を開設します。
※避難する方が多い場合は、東地

区コミュニティセンター、須山
地区研修センターも避難所とし
て開設します。

　９月１日㈭の防災の日に合わせて、各地域で、
防災訓練が行われます。積極的に参加し、災害時
の非難行動などを身に付けましょう。

各地域で行われる訓練に
積極的な参加を
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９月１日は防災の日
各地域で行われる訓練に積極的な参加を



地震で建築物が倒壊すると、自分が被害に遭うだけでなく
避難経路をふさいでしまい、救助や避難が困難になる場合が
あります。今後、予想される巨大地震からひとりでも多くの
命を守るため、市と県が一体となり住宅などの耐震化を進め
る支援「プロジェクト TOUKAI-0」を積極的に活用してく
ださい。 まちづくり課

995-1856

対象の住宅に住んでいる方・
所有している方は積極的な利用を

　「プロジェクト TOUKAI-0」は、地震が発生した
際に、建築物の倒壊を防ぐために住宅などの耐震化を
進める事業です。助成を希望する方は、まちづくり課
へお申し込みください。
対象／昭和 56 年５月以前に建築された木造住宅
※対象となる方には、郵送で「専門家の耐震診断（無

料）のすすめ」をお送りしています。通知が届いて
いない方でも対象の住宅の方は申し込みができます。

耐震診断から補強工事までの流れ

①専門家の耐震診断
　市が派遣する専門家（県耐震診断補強相談士）が耐
震診断を行います。
市内の利用実績／ 1,234 棟 
②耐震補強工事の設計
補助額／費用の 2/3 以内（上限 96,000 円/戸）
※ 65 歳以上の方のみの世帯、障がいがある方などと

同居している世帯の方は、144,000 円/戸が上限
市内の利用実績／ 252 棟
③耐震補強工事
補助額／ 50 万円/戸
※ 65 歳以上の方のみの世帯、障がいがある方などと

同居している世帯の方は 70 万円/戸
市内の利用実績／ 210 棟

耐震補強工事の設計・耐震補強工事の注意点
●どの業者に頼めばよいかわからないときは、まち

づくり課へご相談ください。
●補助金交付決定前に設計や工事に着手すると、補

助金の交付が受けられませんので、ご注意くださ
い。

無料

木造住宅耐震補強工事をした方の
約半数が 150万円以内

　下のグラフは、平成 17 年度から平成 27 年度に木
造住宅の耐震補強工事をした方が要した費用です。約
半数の方が 150 万円以下で補強工事を行っています。

（補助金との差額が、自己負担額です。）
木造住宅耐震補強工事にかかった費用

市住宅建設等促進事業との併用も

　市内の施工業者を利用し耐震補強工事を行う場合、
追加で補助が受けられます。
補助額／工事代金の 10％（上限 20 万円）
商工会　992-0057

住宅・建築物吹付アスベスト改修事業
今年度で終了

　県では、吹付アスベストの飛散による健康被害を防
止するため、建築物に露出して使用されている吹付け
建材に「アスベスト（石綿）」が含まれているかを調
査する専門の調査者を無料で派遣しています。現物を
採取し、分析機関でアスベストの有無や含有率を測定
し、結果を報告します。
今年度で補助制度が終了
しますので、対象の建築
物を所有者している方は、
ご利用ください。
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吹付アスベストの例
（資料：国土交通省）
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今こそ耐震補強を！
「プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）-0」　自分の命は自分で守る



３歳から５歳までが入園可

　申し込み時に市に住民登録があり、次の年齢に該当
する幼児
３歳児▶平成 25 年４月２日から平成 26 年４月１日

までに生まれた幼児
４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
５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

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

　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みがで
きます。
申込書配布・受付期間／９月５日㈪～９日㈮
　※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に

　各幼稚園とも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 16 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 12 日㈪から 15 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。その他
の幼稚園は、申し込み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14日㈮・17日㈪・18日㈫

西幼稚園
☎ 992-5200 10月12日㈬・13日㈭・14日㈮

深良幼稚園
☎ 997-3598 10月18日㈫・20日㈭

富岡第一幼稚園
☎ 997-1277 10月７日㈮・11日㈫

富岡第二幼稚園
☎ 997-4155 10月19日㈬

須山幼稚園
☎ 998-0096 10月18日㈫

平成 29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５日㈪から９日㈮までです。保護者の方は、忘れずにお
申し込みください。
来年度から、市立幼稚園では、通常保育後１時間、園児を有

料で預かる預かり保育を実施します。詳しくは、９月に配布す
る入園申込書に同封するご案内をご覧ください。

子ども保育課
995-1822
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平成 29年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込期間：９月５日㈪～９日㈮



富士山すその阿波おどり大会第33回
と　き／８月20日㈯　18時～ 20時30分　　ところ／すその駅前中央商店街
　　　　※小雨決行、荒天中止

　裾野の夏の風物詩、
富士山すその阿波おど
り大会が開催されます。
市内の９連をはじめ
20連が集結し、
息の合った舞を
繰り広げます。　　　

【参加連】　全20連（●は地元連）
●風流連　　　　　　　 ●にわか連
●静岡裾野みどり連　　 ●舞路奴連
●ほたる連　　　　　　 ●トヨタ連
●ひびき連　　　　　　 ●しずおか富士山すその連
●うぐいす連　　　　　 ●静岡連（静岡市）
●静岡小政連（静岡市） ●富士山するが連（富士市）
●ぬまづ連（沼津市）　 ●喜樂連（開成町）　
●大月合同連（大月市） ●笑星連（大和市）
●東京天水連（高円寺） ●鳳連（東京都）
●志留波阿連（高円寺） ●東林間連（相模原市）

【市役所駐車場に臨時バス停】
　当日は17時から21時まで交通規制が行われます。区域内にバ
スが入れないため、JR裾野駅と区域内のバス停は利用できません。
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。

交通規制図：17時～ 21時
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当日、踊りたい方が

集まってできるのが“にわか連”！

飛び入り参加をお待ちしています。

富士山すその阿波おどり大会
実行委員会（木村）

☎ 090-1476-5659
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例２　働く場面でサポート
　日用品を扱う商店やスーパーマーケット、交通機関、
金融機関などの利用者の中には認知症の方もいます。
支払いの計算ができなかったり、どこに行こうとして
いたのかわからなくなって困っていたりする方が見ら
れることがあります。急がせずに、認知症の方のペー
スで対応できると、認知症の方も買い物や外出を楽し
むことができます。
●認知症サポーター養成講座を開催
　キャラバンメイト（認知症に関する講習を受けた指
導者）が地域や事業所、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。

小学生以上の５人以上の団体
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。
介護保険課へ直接または電話でお申し込みください。

認知症安心ガイド

　認知症の相談ができる医療機
関や社会資源などをまとめたパ
ンフレットを作成しました。認
知症の方ができる限り住み慣れ
た自宅で暮らし続けるための情
報を記載しています。
配布場所／介護保険課、各支所、生涯学習センター、

鈴木図書館、地域包括支援センター、医療機関など

介護保険申請の理由
認知症が突出

　昨年度に市内で介護保険の申請をした理由を疾患別
で見ると、最も多かったのは認知症で 465 件でした。
次に多かったのは、脳血管疾患で 284 件、次いで骨
関節疾患が 241 件で、認知症が突出していました。
　認知症は、大脳の異変によって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。認知
症を予防し、いつまでも元気で健康的な生活を送るた
めには、バランスのとれた食事やウォーキングなどの
軽い運動、外出して人と関わることなどが大切です。

介護保険を申請した理由（平成 27年度）

認知症の方やその家族を支える
認知症サポーター

　認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、
認知症の方や家族に対して温かい目で見守る「応援者」
です。認知症サポーターはさまざまな場面で、認知症
の方に配慮した行動をしています。
例１　地域で声をかけて応援
　認知症の介護家族の方には「近所に迷惑をかけてい
るのでは」という思いがあることがあります。「大変
ですね、お互い様ですからお気遣いなく」という言葉
などのねぎらいの言葉をかけることで、認知症の方の
応援者であることを示すことができます。
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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、健康生活につながります。

介護保険課
995-1821

認知症に関する相談窓口
　介護保険課の他に、地区別で相談に応じてい
ます。
西・東地区の方▶地域包括支援センター（西幼

稚園北側）☎ 995-1288
深良・富岡・須山地区の方▶北部地域包括支援

センター（福祉保健会館２階）☎ 930-5800
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健康な生活を応援
認知症サポーター養成講座、地区サロン



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 福祉センター
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 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 鈴原公民館 区民

深良地区サロンコスモス会 第１㈮　13時 30分～ 15時 30分 深良コミュニティセンター 市民

和市ふれあいクラブ 第２㈪　13時～ 14時 30分 和市集会所 区民

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

呼子地区ふれあいサロン 第１㈭　10時～ 11時 30分 呼子公民館 市民

千福南区ふれあいサロン 年２回程度　10時～ 17時 集会場 区民

富岡地区サロン花の会 第１㈪　13時 30分～ 15時 30分 富岡コミュニティセンター 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

地区サロン～地域の高齢者の交流の場～

　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。

掲載しているサロンは、社会福祉協議会などが講師
の派遣などの支援を行っています。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。

 社会福祉協議会　992-5750
 　介護保険課　995-1821

7
2016.8.1・15

特集５



住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために
改修したりした場合、要件に該当すると固定資産税が減額されま
す。減額方法や申告方法は制度によって異なります。着工前に課
税課にご相談ください。

課税課
995-1809

新築住宅の減額措置

　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、
３階建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／以下の全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住宅に係る固定資産
税が減額されます。住宅１戸につき、居住部分の床面
積 120㎡分までの税額が２分の１に減額されます。
対象／以下の全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 30 年３月 31 日までのもの
※併用住宅は、居住部分の床面積の割合が２分の１

以上のものが対象です。
申告／改修後３カ月以内に現行の耐震基準に適合した

改修であることの証明書を提出してください。

長期優良住宅に係る減額措置

　長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、
住宅１戸につき、居住部分の床面積 120㎡分までの
固定資産税額が２分の 1 に減額されます。減額期間は、
新築後、一般の住宅は５年間で、３階建て以上の中高
層耐火住宅は７年間です。
対象／以下の全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全て満
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　※工事着工前に長期優良住
宅建築等計画の認定申請をしてください。

③平成 30 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。

　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、３年間 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。

例えば……
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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



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／以下の全ての要件を満たす住宅

①省エネ改修工事を平成 30 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のみまたは⑴を含む

工事を行ったもの
⑴　窓の改修工事
⑵　床の断熱改修工事
⑶　天井の断熱改修工事
⑷　外壁の断熱改修工事

申告／改修後３カ月以内に⑴～⑷の工事で、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
　以下の全ての要件を満たす住宅
・平成 30 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　手すりの取り付け
⑹　床の段差の解消
⑺　引き戸への取り替え
⑻　床表面の滑り止め化

・工事費から補助金などを控除し、自己負担額が
50 万円以上のもの

申告／改修後３カ月以内に申告してください。
※この減額措置の適用は１回限りです。

　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地、家屋、
償却資産の所有者に課税されます。例えば、今年
の７月１日に家を新築した場合、その家は平成
28 年１月１日時点ではなかったので、平成 28
年度は課税されません。平成 29 年１月１日時点
では、取り壊されない限り存在しているので、平
成 29 年度から課税されます。新築住宅の減免措
置の適用を受けるのも、平成 29 年度からになり
ます。

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

非課税や税額などの特例に
関するお問い合わせ

非課税や税額などの特例に
関するお問い合わせ

新築した家屋の固定資産税は
いつから課税されるの？
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手に取って読み返してもらえる計画に

市の総合計画は、まちづくりの
方針や将来像を描いたまちづくり
の基盤となる計画です。そのため
には、市民の皆さんに手にとって
読み返してもらえる計画にしてい
くことが望まれます。

親しまれる計画にするために、
多くの皆さんと一緒に考え、多くの意見を出し合って
取りまとめることが必要です。そのため、市では「市
みらい会議」を開催します。市の将来を、みんなで楽
しみながら考えていく会議です。会議のテーマは「み
んなで創る総合計画」です。多くの皆さんの来場をお
待ちしています。
市みらい会議

申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
途中から入場することもできます。
と　き／８月 27 日㈯　10 時～ 15 時
ところ／市民文化センター多目的ホール
対　象／市内に住んでいる方や通勤・通学している方

　　　など
その他／小さな子どもと一緒の参加も大歓迎です。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/sousei/

7/15 に第１回総合計画審議会開催

　「第４次市総合計画後期基本計画」を策定するため、
７月 15 日㈮に市役所 401 会議室で、第１回総合計
画審議会を開催しました。学識経験者や各団体の代表
からなる委員 10 人に、髙村市長から委嘱状が手渡さ
れました。

審議会の冒頭、髙村市長が「人口減少や少子高齢化
というこれまでに体験したことがない事象が、まちや
地域コミュニティ、産業のあり方などにどのような影
響を及ぼすのかを、大きな視点で見据えることが必要
だと思います。市民協働のまちづくりが強くイメージ

市では現在、「第４次市総合計画後期基本計画」の策定を進めています。
この計画は、今後５年間のまちづくりを進めるための指針になります。
計画を策定するために審議会を開催するほか、市民の皆さんの意見を反
映させるため、「市みらい会議」を開催します。

企画政策課
995-1804

できる計画にしていきたいと思います」とあいさつし
ました。

審議会は、市議会 12 月定例会に計画案を提案する
ために、10 月までに３回開催する予定です。

〔審議会委員〕※敬称略
西野 勝明（県立大学経営情報学部教授）
藤井 敬宏（日本大学理工学部教授）
山本 睦（常葉大学保育学部准教授）
菊田 祐一郎（市区長連合会長）
岩崎 正子（市婦人会長）
勝又 久美恵（NPO 法人メープル）
山口 正　（市民生委員児童委員協議会長）
志塚 栄（キヤノン株式会社裾野人事部長）
野村 由希（イースト・ワン代表取締役）
広岡 健一（県東部地域政策局長）

審議会 対話の機会（みらい会議）

●学識経験がある方
●公共的団体の代表者など
●関係行政機関の職員
（総合計画審議会条例第３条）

●より活用される計画とするため、策定に
関わる方々を増やす。

●市人口ビジョン、総合戦略を踏まえ、当
市の実情を共有し、まちづくりを考え、
語り合う機会を創出する。

会議体ではなく、多くの方々が
参加できる機会づくり

審議会委員の条件

専門的な見地から審
議を行う有識者会議

総合計画はまちづくりの基盤と
なる計画のため、あらゆる分野
で対話の機会を創出する。（関
わる方々を増やす）

連携
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8/27 市みらい会議を開催
テーマは「みんなで創る総合計画」



市では、昨年 10月に「市人口ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」を策定し、定住促進と少子化対策を主要施策に掲げました。3月には長
泉町と共同で「みんなで子育てするまちシンポジウム」を開催し、隣合う 1
市１町が連携して子育てを支援する取り組みをスタートさせました。
今年度も引き続き、みんなで子育てするまち推進事業を長泉町と共同で実施

し、「子育てにやさしいまち」「みんなで子育てするまち」の実現を目指します。

企画政策課
995-1804

　昨年 10 月に策定した市人口ビジョンでは、2060
年（平成 72 年）に人口 5.2 万人を確保する目標を掲
げています。将来的にまちの活力を生み出していくた
めには、現在の人口を維持していくことが必要です。
　合計特殊出生率が 1.82 と県内トップの当市と長泉
町が連携し、更なる高みを目指して子育て支援に取り
組むことで、全国に向けた発信力が高まり、相乗効果
が期待できます。
　これまでの取り組みとしては、今年 3 月に当市と
長泉町が共同で「みんなで子育てするまちシンポジウ
ム」を開催しました。また今年６月４日㈯には、子育
て支援団体の代表などが集まり、「まちヨミ」という
手法を用いた読書会ワークショップを行いました。引

続き年間を通じて、各
種セミナーやイベント
など 5 つの事業を共
同で開催します。

イクボスセミナー
～イクボスが企業を、まちを変える！～

　地域の企業の経営者や管理職の方を対象に、「イク
ボス」になってもらうためのセミナーを開催します。

「イクボス」とは、職場で共に働く部下やスタッフの
仕事と生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）を考え、
その人のキャリアと人生を応援する上司（経営者・管
理職）のことを指します。「イクボス」は、組織の業績
も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しみます。

▶８月 10 日㈬　長泉町南部地区センター
▶９月５日㈪　裾野市役所
ファミリーキャンパス裾野・長泉
～みんなのいきいきライフスタイルを考える！～

　ママ・パパ、おばあちゃん・おじいちゃん、子ども、
その他地域の方がそれぞれ楽しめ、子育てに対する問
題意識も共有できる世代を超えた全員参加型のセミ

1

2

ナーです。
▶９月４日㈰　桃沢野外活動センター
▶ 12 月 18 日㈰　裾野市生涯学習センター
▶２月 11 日㈯　ウェルピアながいずみ
英語DEリトミック
～英語と触れ合いながら、親子で遊ぼう！～

　ニューヨークやロンドンのママたちのベビーリト
ミックエッセンスを取り入れた、新しいスタイルのリ
トミックです。

▶７月 21 日㈭　ウェルピアながいずみ（終了）
▶８月 16 日㈫　裾野市民体育館
▶９月 15 日㈭　ウェルピアながいずみ
▶ 10 月 18 日㈫　裾野市民体育館
▶ 11 月 17 日㈭　ウェルピアながいずみ
▶ 12 月 20 日㈫　裾野市民体育館
▶１月 19 日㈭　ウェルピアながいずみ
▶２月 21 日㈫　裾野市民体育館
▶３月 16 日㈭　ウェルピアながいずみ
みんなで子育てするまちサミット
～１年間の総決算！～

　パネルディスカッションや基調講演などを通じて、
1 年間の取り組みを振り返ります。両市町で、世代・
分野を超えてみんなで子育てする意識を共有します。

▶３月 12 日㈰　裾野市民文化センター
既存イベントへの出展
～楽しみながらみんなで子育て～

　集客力のある既存の子育てイベントとタイアップし、
多くの方に参加を呼び掛けます。
　▶ママチャレ！ 10月15日㈯裾野市民文化センター
　▶子育てフェスティバル

　11月８日㈫ ウェルピ
　アながいずみ

3

4

5

まちヨミ

ママチャレ！

合計特殊出生率が県内トップ同士の連携

11
2016.8.1・15

特集８

みんなで子育てするまち推進事業
長泉町と共同で 5つのメニューを実施 裾野市・長泉町



今月の写真

今月の一枚 This month's best shot

Photograph ６・７月

撮影／県立裾野高校 上野眞司教頭・清水庵原球場

地方創生に関するパートナーシップ協定を金融機関と締結しまし
た。市と協定を結んだのは、静岡銀行、沼津信用金庫、三島信用金
庫の３行です。地域活性化のためにさまざまな分野で連携して取り
組むことになります。7 月 15 日には清水銀行とも締結しました。

金融機関と地方創生で協定� ６月29日 ラッピング高速バスでＰＲ� ６月29日

定住・移住をテーマとしたラッピングバスのお披露目式が市庁舎
前で行われました。バスのボディには、東京から 100km 圏内の満
点の夜空が描かれ、当市の位置が流れ星で表現されています。西幼
稚園の園児がお祝いに駆けつけ、“ 隠れすそのん ” を探しました。

勝ったぞ！�４年連続初戦突破
裾野高校は初戦で浜松湖南高校と対戦しました。２回表に２点を

入れて逆転した後、積極的な打撃で追加点を重ね、追いかける浜松
湖南高を８対６で振り切りました。写真は勝利の喜びを応援団に報
告する裾高球児たち。４年連続で初戦突破を果たしました。

Photograph ６・７月
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Photograph 2016.6・7Photograph 2016.6・7

裾野球場で高校野球始球式� ７月16日裾野長泉新火葬施設整備推進協議会を設置�７月11日

37歳の市民体育館が若返り� ７月２日

高校野球の始球式が裾野球場で行われました。近隣市町の野球少
年の中から抽選で選ばれた２人の小学生が、髙村市長と共にマウン
ドに登場。第一試合を控えた知徳高校と御殿場南高校の選手や応援
団が見守る中、思い出に残る一球を力いっぱい投げました。

裾野市役所で「裾野長泉新火葬施設整備推進協議会」の発足式を
行いました。髙村市長と長泉町の遠藤町長が出席し、協議会の規約
に署名しました。平成 33 年度の使用開始に向け、共同で火葬施設
の建設や管理運営などについて検討していきます。

市民体育館がリニューアルオープンしました。100 人を超える
関係者らが見守る中、テープカットや武道の演武が行われました。
出席者は、担当者から説明を受けながら、新しくなった施設の感触
を確かめました。翌 3 日㈰から一般開放されました。

夏山シーズン到来！� ７月１日

今年も夏の到来を告げる富士登山道須山口の開山式が須山浅間神
社で開かれました。事故の無い夏山シーズンとなるよう安全を祈願
した後、テープカットが行われました。木々の間から夏の太陽が降
り注ぐ中、登山者は神社の階段を降り、富士山を目指しました。

七夕の出し物でお楽しみ会� ７月７日

いずみ幼稚園で夏のお楽しみ会が開催されました。当日は七夕。
年長さんの司会で、年中さんが「きらきらぼし」の歌やわらべうた
を披露しました。先生たちは七夕にまつわる劇を上演。いつもと違
う先生の姿に笑いと拍手が湧きました。

定住・移住希望者に不動産情報を提供� ７月７日

定住・移住希望者のニーズにマッチした不動産情報を提供するた
め、公益社団法人県宅地建物取引業協会と連携内容などを取り決め
た協定を結びました。７月１日㈮に開設した定住☆移住サポートセ
ンター（企画政策課）が窓口となり、定住・移住を推進します。
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インフォメーション

Information

県民の日
富士山資料館入館料無料

富士山資料館では、県民の日を
記念し、入館料を無料にします。

８月 21 日㈰
開館時間／９時～ 16 時 30 分
富士山資料館　998-1325

県肝がん撲滅市民公開講座

肝臓の病気に関する講演を行い
ます。申し込みは不要です。直接
会場へお越しください。

９月３日㈯　13 時～ 15 時
※開場▶ 12 時 30 分
プラサヴェルデ１階コンベン

ションホール A（沼津市大手町）
300 人
順天堂大学医学部附属静岡病院
消化器内科　948-3111

市立水泳場無料開放日

市立水泳場では、市民水泳大会
の終了後と県民の日、営業最終日
に水泳場を無料開放します。

８月６日㈯ 13 時～ 16 時 40 分、
21 日㈰・９月 10 日㈯
９時～ 16 時 40 分
市立水泳場　992-0707

児童扶養手当の支給

８月 10 日㈬は児童扶養手当の
支給日です。児童扶養手当は、
18 歳になる日以後の最初の 3 月
31 日までの児童がいる母子・父
子家庭などで、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　※㈯㈰・祝日の場合は、そ
の直前の平日
●支給日に、前月までの４カ月
分を支給します。●必要な届出
をしていない場合、支給が保留
されることがあります。●８月
は児童扶養手当の更新手続きの
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

職種と採用予定人員、職務内容
職種／幼稚園長

２人程度
幼稚園に勤務し、園長の業務に従事します。

受験資格
　次の全ての要件を満たす方
・昭和 27 年４月２日以降に生まれた方
・幼稚園教諭または小・中学校教諭免許がある方
・幼稚園または小・中学校、小・中特別支援学校

で、平成 29 年３月 31 日現在、２年以上の管
理職（園長、校長、副校長、教頭など）の経験
があり、正規教諭などの経験を含めて 15 年以
上の正規教育職の経験がある方

※学校教育法第９条と地方公務員法第 16 条の欠
格事項に該当する場合は受験できません。

申込書・案内書の配布
８月１日㈪～
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、普通郵便の場合は 140 円切手を、速達郵便
の場合は 420 円切手を貼ってください。
申し込み

申込書と各種資格証などの写し、課題論文を人事
課へ提出してください。

８月１日㈪～ 26 日㈮（必着）
　８時 30 分～ 17 時　※㈯・㈰を除く
試験方法
第１次選考／書類選考を行います。合否の結果は、

文書を９月５日㈪に郵送し、通知します。
第２次選考／口述試験を実施します。人物や能力な

どについて、面接による試験を行います。
人事課　995-1806

　〒 410-1192　佐野 1059

申し込みは８/１㈪～８/26㈮
平成 29年度採用　任期付職員（幼稚園長）を募集
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

認知症を語る会
（オレンジサンデー）

直接会場へお越しください。
９ 月 11 日 ㈰　13 時 30 分 ～
16 時
市民文化センター 31 会議室
介護者の方、認知症の方、一般
の方、みんなでボードゲームを
したり飲食をしたりします。相
談コーナーがあります。
認知症の方を介護している家族
の方、認知症に関心のある方
100 円（飲食代）
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977

第 10回特別弔慰金を支給

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

　⑶①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

　⑷⑶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年以上生計関係があった
方のみ
平成 30 年４月２日㈪
社会福祉課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してください。
社会福祉課　995-1819

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
没者追悼式に合わせて、正午に１
分間サイレンを鳴らします。先の
大戦で亡くなられた方々を追悼し、
平和を祈念するため、正午のサイ
レンに合わせて黙とうをささげて
ください。
社会福祉課　995-1819

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

国が行う、中学校卒業程度の学
力があるかを認定する試験です。

10 月 27 日㈭ 
県教育会館（静岡市葵区駿府町）
やむをえない理由で保護者が義
務教育書学校に就学させる義務
を猶予または、免除された方

受験案内・願書の配布／文部科学
省、県特別支援教育課で９月９
日㈮まで配布　※郵送依頼の場
合は、９月２日㈮まで

願書受付／８月 22 日㈪～９月９
日㈮に文部科学省生涯学習政策
局生涯学習推進課認定試験第二
係へ提出　※当日消印有効
〒 100-8959　東京都千代田区
霞が関 3-2-2
願書の郵送依頼方法など詳しい
内容は県公式ホームページをご
覧ください。
県教育委員会特別支援教育課
054-221-3329
http://www.pref.shizuoka.jp/
kyouiku/kk-070/tyuusotsu.
html

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（特
定記録郵便・簡易書留・国保年金
課窓口）での受け取りを希望する
方は、事前にご連絡ください。
国保年金課　995-1814

災害時医療講演会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

９ 月 11 日 ㈰　19 時 ～ 20 時
30 分　※受付▶ 18 時 30 分～
向田小学校体育館
市に住民登録がある方
150 人

演題／みんなで学ぼう！災害医療
～トリアージ、救護所の役割に
ついて～

講師／遠藤真琴さん（遠藤医院）
健康推進課　992-5711

すそのスタイル vol. ６発行

テーマは「すその、そば。」です。
市内のそば店や製麺所など、そば
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、主要観光施設、宿泊
施設など
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
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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

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 25 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館研修室
昭和 21 年８月２日～９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

市民無料相談

８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、宅地建物取引士、
土地家屋調査士、建築士、マン
ション管理士が応じます。
● 人 権 相 談（10 時 ～ 12 時、
13 時～ 15 時）▶子どもの人権、
女性の人権、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。
● 行 政 相 談（10 時 ～ 12 時、
13 時～ 15 時）▶行政に対す
る苦情・要望・問合せなどの相
談。行政相談委員が応じます。
●税務相談（10 時～ 12 時）▶
各種税金についての相談。税理

士が応じます。
戦略広報課　995-1812

防衛大学校総合選抜
採用試験

９月 24 日㈯
18 歳以上 21 歳未満の志操健
全、身体強健な方
９月５日㈪～８日㈭
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

FM77.7 で
市のお知らせ情報番組放送

FM77.7（ボイス・キュー）の
情報番組「インフォメーションす
そのん」で、市のイベントや講座
などの募集の情報などを放送して
います。

㈪～㈮　８時 15
分から１分間
戦略広報課
995-1802

部　門 と　き 内　容

第
１
部

展覧会 11月２日㈬
　  ～６日㈰

一般書道、篆
てん

刻
ごく

、短歌、俳句、連句、
盆栽、ジュニア（書道・生け花）

囲碁大会 11月３日㈭ 囲碁愛好会員と市民の方の公開大局
吟道祭 11月５日㈯ 詩吟、吟道体験、大合吟

音楽祭 11月６日㈰
混声合唱、女声合唱、児童合唱、
弦楽合奏、アルパ・ハーモニカ・
マンドリン・管楽合奏

第
２
部

展覧会 11月 16日㈬
～ 20日㈰

絵画、写真、染織、七宝焼、陶芸、
彫刻、籐

とう

、押花絵、押絵、布手芸、
紙バンド、エコ人形、華道、フラ
ワーデザイン、アメリカンフラ
ワーなど

茶会
11月 19日㈯ 図書館茶道教室（裏千家）
11月 20日㈰ 表千家茶道教室

芸能祭
洋舞・音楽の部 11月 19日㈯

童歌、歌謡曲、大正琴、ニ胡、バ
レエ、フラメンコ、フラダンス、
手話ダンスなど

芸能祭
日舞・邦楽の部 11月 20日㈰ 日本舞踊、民謡、筝曲など

市内に住んでいるか通勤・通
学している方
生涯学習課にある申込用紙に
必要事項を記入し、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。
団体申込▶８月 20 日㈯

　個人申込▶８月 20 日㈯～９
月１日㈭
生涯学習課　992-3800

●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）の一般参加者を募集しています。●ステージ出演の募集は
団体のみです。●展示作品には、大きさや個数の制限があります。

市民芸術祭の出展・出演・出場者を募集
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お知らせ

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。

８月 31 日㈬
美化センター　992-3210

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 11 日㈭～ 16 日㈫
各地区の清掃業者／●西・東・深

良▶山水総業　電話 992-1561
●富岡・須山▶富士クリーン
サービス　電話 997-6100
上下水道課　995-1836

富士山資料館
勾
まがたま

玉づくり講座参加者

ろう石を削ってオリジナルの勾
玉を作ります。

９月 11 日㈰　第一部▶ 10 時
～12 時　第二部▶14 時～16 時
富士山資料館学習室、敷地内
小学４年生以上の方

各 20 人（先着順）
300 円（キット代）

入館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円
８月 17 日㈬～ 31 日㈬
汚れても良い服装で、帽子や飲
み物を用意しお越しください。
富士山資料館　�998-1325

駿東地域職業訓練センター
９月講座

●特別教育・安全衛生教育▶刈
払機取扱作業者安全衛生教育、
伐木作業の安全衛生責任者（中
径木対応）●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●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、
夜間パソコン入門、夜間ワード
基礎、夜間エクセル基礎、夜間
ワード活用、夜間エクセル活用
●カルチャーコース▶フラワー
アレンジメント、手作り木綿ぞ
うり教室、アロマ教室、絵画教
室
駿東地域職業訓練センター
0550-87-3322

廃棄物減量等審議委員

市一般廃棄物処理基本計画の策
定にあたり、市民の方の意見を反
映するため、委員を募集します。

市内に住んでいるか通勤してい
る満 20 歳以上の方
若干名

任期／２年
生活環境課にある応募用紙に必
要事項を記入し、本人が直接提
出してください。
８月８日㈪～ 19 日㈮
生活環境課　995-1816

図書館サイエンスカフェ
参加者

カフェスタイルで講師と対話し
ながら科学の面白さを体験します。

９月 17 日㈯　14 時～ 16 時
東西公民館 
小学校高学年以上の方
40 人（先着順）

テーマ／「駿河湾ってどんな海？
ちょっと冷たい海水の話」

講師／宗林留美さん（静岡大学理
学部地球科学学科准教授）
８月６日㈯　９時～
鈴木図書館　992-2342

と　き ところ 内　容
  ９月  ３日㈯　９時～
※雨天順延 学校給食センター

近くのそば畑

そばの種まき

11月 19日㈯　９時～
※雨天順延

収穫とそば
加工施設見学

12月 17日㈯　９時～ 市民文化センター
調理実習室 そば打ち体験

市認定農業者協議会と南駿農業協同組合深良支店では、特
産化を目指しているそばの農業体験を行います。そばの種ま
きや収穫、そば打ちの体験ができます。

そばの種まきから収穫まで〜農業体験をしてみませんか〜そばの種まきから収穫まで〜農業体験をしてみませんか〜
市内に住んでいる親子またはグループ　
※原則として３回出席できる方。そばの
アレルギーのある方は参加できません。
20 人程度（先着順）
汚れてもよい
服装、着替え、
タオルなど
８月 23 日㈫
農林振興課

　995-1823
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インフォメーション

Information

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）
９月 15 日㈭
国保年金課　995-1813

学校給食試食会の参加者

給食ができるまでの紹介と給食
の試食を行います。

９ 月 16 日 ㈮　11 時 45 分 ～
12 時 45 分
学校給食センター
市内に住んでいる方、市内に通
勤している方
20 人（先着順）
324 円（１食分）
８月 29 日㈪～９月２日㈮
学校給食センター

992-6868

県民の日
浄化センター施設見学会

センター内施設・設備の見学、
微生物の観察などを行います。

８月 19 日㈮　第１回▶９時
30 分～ 11 時 30 分　第２回▶
13 時 30 分～ 15 時 30 分
狩野川西部浄化センター
氏名、電話番号、希望の回を電
話、またはファクスでご連絡く
ださい。
狩野川西部浄化センター

　968-2623
968-2624

ママチャレ！！の
講師と出展者

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。ワーク
ショップなどの講師やフリーマー
ケット、ハンドメイド雑貨の販売
などの出展者を募集します。

10 月 15 日㈯　10 時～ 15 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子育て中の親や親子
向けのワークショップや講座を
開催する方②ハンドメイド雑貨
や子ども用品のフリーマーケッ

トのブース出展者　
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。
８月 19 日㈮　12 時
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

９月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

４日㈰ 工管設
993-1603

10日㈯ ㈲細野設備
992-2465

11日㈰ ㈱駿東管工
992-5728

17日㈯ ㈲アサヒ住設
997-3933

18日㈰ ㈲井上設備工業
997-4578

19日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
997-0983

22日㈭ 鈴鹿建設㈱東富士支店
997-2704

24日㈯ 鈴木住宅設備
993-3901

25日㈰ ㈲荻田水道工事店
997-0701

　１日㈭ 防災の日

　２日㈮～
10月７日㈮ 市議会９月定例会

　10日㈯
敬老会、下水道の日、
市立水泳場閉場

　11日㈰ 牧水祭

　17日㈯
　18日㈰

富士山裾野パノラマ
ロードコスモスまつり

９月　カレンダー

９月　税金・料金
納付期限：9 月 30 日㈮

国民健康保険税� 第３期分

介護保険料� 第３期分

後期高齢者医療保険料� 第２期分
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Health

健康推進課

  992-5711８月の健康コーナー

　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
６か月児
育児教室

９日㈫
９:00〜９:30

平成28年２月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

23日㈫
13:00〜13:30

平成27年２月
生まれの方

２歳児
親子教室

30日㈫
９:00〜９:30

平成26年８・９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

４日㈭
13:00〜13:15

平成26年２月
生まれの方

３歳児
健康診査

25日㈭
13:00〜13:30

平成25年８月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
1・8・22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

22日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

26日㈮
18:00〜18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

8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

1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

26日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

22日㈪
13:30〜15:00

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

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

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
 ２日㈫　 17:00 〜 19:45
 ８日㈪※  9:00 〜 11:30
24日㈬　 13:00 〜 15:30
31日㈬※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

エイズ検査・肝炎検査 健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検

査投薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

外科 内科 内科 整形 内科 内科
7 8 9 10 11 12 13

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

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

内科 外科 内科 内科 整形 内科 ※
28 29 30 31

内科 内科 内科 内科
※27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

65 歳以上の運動教室　深良コース参加者募集
９月 12 日、26 日、10 月 3 日、
24 日、11 月 14 日、28 日、
12 月 12 日、26 日の月曜日

　10 時～ 11 時 30 分
深良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
介護予防のためのストレッチ、
筋力アップの体操、脳トレなど
20 人（先着順）

８月９日㈫～ 31 日㈬
タオル、水などの飲み物
東地区、生涯学習センターで
も順次実施
介護保険課　995-1821
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今月の救急協力医

8月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 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

17 ㈬ 杉山医院 972-3223 伏見 酒井医院 966-1755 今沢 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈭ 大沢医院 931-1019 御幸町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科
医院 933-5111 下香貫

　馬場

19 ㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

20 ㈯ 沼 津 リ ハ ビ リ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 西島病院 922-8235 大岡 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

21 ㈰

林医院 931-1120 住吉町 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 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

22 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 ㈫ 境医院 975-8021 竹原 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 遠藤クリニック 975-8801 久米田 西村医院 971-6510 下土狩

25 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

26 ㈮ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

28 ㈰

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐
クリニック 934-6700 志下
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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  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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 ㈰ 崎川耳鼻咽喉科
975-9131 伏見　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

28 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

スマイル歯科医院
997-1610 深良　　

日 内 科 外 科 小児科

29 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 沼津整形外科
医院 921-3791 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

30 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 西方外科医院 921-1333 共栄町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

31 ㈬ 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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今月の救急協力医

診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

9月前期の救急協力医9月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈭ 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

２㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 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

３㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

４㈰

永野医院 962-4450 大岡 東医院 921-5520 高沢町

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 田中医院 921-2053 高島町

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 守重医院 931-2511 我入道

　江川

５㈪ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 田沢医院 962-1205 大手町 星野医院 962-0782 山王台

６㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

７㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

８㈭ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

９㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 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

10 ㈯ 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

11 ㈰

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 御成橋栄

クリニック 952-2525 八幡町

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 よざ小児科医院 967-5722  原

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

９月前期９月前期

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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㈰
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

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　

11 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

はとり眼科
987-6789 中土狩　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

会田歯科医院
972-0418 卸団地　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈪ 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

13 ㈫ 大坂屋
クリニック 995-3100 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 松原医院 962-1496 白銀町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

15 ㈭ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場
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日
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市 立 鈴 木 図 書 館
992-2342

993-9300

NAVI

１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪
29日㈪

8月の休館日

●９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
 10日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分〜 展示室

ファーストブック
 21日㈬ ９時〜12時 展示室
 28日㈬ 13時〜16時 展示室

親子ふれあいデー
 15日㈭ 10時〜17時 展示室
 23日㈮ 10時〜17時 展示室

●鈴木図書館ホームページでも随時情報を 
　発信しています。

https://www.lib100.nexs-service.jp/susosno/

９月の休館日 ５日㈪・12日㈪・20日㈫・26日㈪・29日㈭

大光司 啓
けい

仁
と

くん
（２歳４カ月・南町）

水野 あかりちゃん
（２歳３カ月・千福が丘）

小島 佳
か

奈
な

ちゃん
（２歳７カ月・トヨタ）

望月 彩
さい

楓
か

ちゃん
（２歳３カ月・滝頭）

渡邉 好
この

葉
は

ちゃん
（２歳５カ月・須山三）

レ・フレール
「ノエル・ド・キャトルマン 2016」

市民文化センター開館 25 周年を記念して、兄弟
ピアノデュオ「レ・フレール」によるコンサートを
開催します。独自のプレイスタイルとエネルギッ
シュな演奏でファンを魅了しています。
と　き／ 12 月４日㈰　16 時～　※開場▶15 時 30 分
曲　目／ノエル・ド・キャトルマン（クリスマスメ

ドレー）、そりすべり 
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 5,000 円、高校生以下▶ 3,500 円
　　　　ペア券▶ 9,500 円（２枚１セット）
　　　　※３歳以下で膝上鑑賞の場合１人まで無料
発売日／９月４日㈰

※  7 月 1 日号の和太鼓ワークショップのタイトルに誤りがありました。お詫びして、訂正します。正しくは「はせみきたの和太鼓ワークショップ」です。



すそのんへの投票は
こちらから

投票受付中

１日１票の投票をお願いします

No.1317
うるおいすその

秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

9.1
2016

Contents
p02 富士山とコスモスの共演
p04 公共施設等総合管理計画
p06 ９月９日は救急の日
p07 臨時福祉給付金・年金生活者等支援 臨時福祉給付金
p08 国保の保険証を10/1㈯更新
p10 フォトグラフ
p14 富士山ぐるり、165km

８月 13 日　第 43 回富岡地区夏祭り大会



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頃を迎えます。富士
山を背景に咲き誇るコスモスの景色は絶景。初秋の自慢の景色をお楽
しみください。

第５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：倉岡邦彦さん）

富士山とコスモスの共演
～パノラマ遊花の里 20,000㎡の花畑～

第６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 17 日㈯・18 日㈰
ところ／パノラマ遊花の里
内　容／オープニングセレモニー、ステージイベント、飲食コーナー、

オリエンテーリング、ジャンボふわふわ、バルーンアート、おしる
この無料配布（17 日のみ）など　※ P15 お知らせもご覧ください。

問い合わせ／観光協会　電話 992-5005
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農林振興課
995-1823

　東名裾野インターから車で約７分。ヘルシーパーク
裾野入口付近の一帯は、“パノラマ遊花の里”と名づ
けられ、遊休農地に、菜の花やコスモスなどの景観作
物が植栽されています。今年も約 20,000 平方メート
ルの畑に、コスモスの種をまきました。９月中旬から
下旬にかけて、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見頃を迎えます。

　菜の花やコスモスの花畑は、パノラマロードを花で
いっぱいにする会と市が協力して作り上げたものです。
畑の耕うんや草刈りを行い、種まきや草取りなどを、
市民や企業、各種団体の皆さんが、集まって作業を行っ
ています。

花と富士山の絶景　～パノラマ遊花の里～

市民協働で作った花畑

撮影対象／パノラマロードを花でいっぱいにする会
が栽培・管理している菜の花畑・コスモス畑

※必ず富士山を入れて撮影してください。
※菜の花・コスモス以外の花やパノラマロード沿線

の花も対象になります。
※人物の肖像権は、応募時に了解が得られているも

のと判断します。
応募作品／●未発表作品で、他に発表予定のないも

の●カラーの２L・キャビネプリントで単写真
応募点数／１人３点以内
賞／●最優秀賞（１点・賞金１万円）●優秀賞（２

点・賞金５千円）●佳作（５点・賞品）
応募方法／所定の応募票に必要事項を記入し、作品

の裏面に貼り付けて提出（郵送可）
応募・問い合わせ／〒 410-1192 佐野 1059　パノラ

マロードを花でいっぱいにする会（農林振興課）

　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会員を募集しています。個人、
団体を問いません。年会費は無料です。

【５月】　
会員である地元農家の方々の協力で畑を耕し、肥料を
まきました。

【６月上旬】　
６月４日㈯に約 200 人の方々が集まり、コスモスの
種まきを行いました。

【６月中旬～７月上旬】　　
種まきを行った畑の草刈りと、７月中旬に種をまく畑
の耕うんを行いました。

【７月中旬～９月上旬】
７月 16 日㈯に約 150 人の方々が集まり、生育の早
い黄花コスモスの種をまきました。コスモスの生育促
進と景観向上のため、畑の草刈りや草取りを行います。

【９月中旬～下旬】　
色とりどりのコスモスが見頃を迎えます。

一緒に花作りしませんか？
パノラマ花の会の会員を募集中！

コスモス畑に花が咲くまで

第６回『富士山パノラマ菜の花＆コスモス』フォトコンテスト作品募集
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市では、持続できる行政サービスを提供していくため、「公
共施設等総合管理計画」を策定しました。公共施設等の全体の
状況を把握し、将来の見通しを分析した上で、管理の基本的な
方針を示しています。今後、この計画の基本方針に基づいて、
公共施設等マネジメントを推進していきます。

行政経営監
995-1842

公共施設等の管理運営上の課題
　公共施設等の管理運営には次のような課題があ
ります。
▶総資産量の維持が困難
▶公共建築物の大規模改修・建て替え時期の集中
▶従前の人口構成を前提とした公共建築物の存在
▶耐震化未実施の公共建築物の存在
▶公共建築物の機能の重複
▶計画的修繕の未実施
▶公共施設等の老朽化の進行

■ 将来の公共施設等のあるべき姿の構築に向けて
現在、全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課

題となっています。厳しい財政状況が続く中、少子高
齢化や人口減少社会の本格的な到来で公共施設等に対
するニーズも変化しています。これら社会状況を踏ま
え、財政負担の軽減・平準化を図り、公共施設等を効
果的・効率的に活用していくことが求められています。
※公共施設等とは「公共建築物」と「インフラ資産」

■ 公共建築物の老朽化
　市の公共建築物は 86 施設 313 棟、総延床面積は
155,419 平方メートルです。用途別では、学校教育
系施設が全体の半分以上で、行政系施設、スポーツ・
レクリエーション施設と合わせて、全体の 7 割を占
めています。昨年度の時点で築 30 年以上経過した公
共建築物は、全体の約 53％ですが、10 年後には全体
の 78％が築 30 年以上となり、老朽化する公共建築
物の割合が増加します。

■ インフラ資産の現状（平成 28 年 4 月現在）
市が保有する道路や橋などのインフラ資産は、社会

経済活動や地域生活を支える社会基盤として、重要な
役割を担っています。
●道路の整備状況／市の保有する市道の実延長は

653.6km です。そのうち、舗装改良工事を行った
整備済みの市道延長は 320.8km です。

●橋の整備状況／市内の橋は 299 本、整備面積は
27,471 平方メートルとなっています。

●上水道の整備状況／上水道の管路の総延長は
373,269 ｍとなっています。

●下水道の整備状況／当市では、平成 3 年から整備
を開始し、下水道管路の総延長は 95,211 ｍとなっ
ています。

【公共建築物用途別の保有状況（延床面積）】

社会教育系施設 3.0%

公営住宅 3.6%

供給処理施設 2.5% その他 0.7%
公園 0.1%

学校教育系
施設 52.4%

行政系施設 9.5%

スポーツ・レクリエーション系
施設 8.5%

市民文化系施設 7.7%

保健・福祉施設 6.1%

子育て支援施設 5.9%

※この計画は市公式ウェブサイトに詳しく掲載し
ています。また、市役所地下多目的ルームに概
要版を掲示していますのでご覧ください。
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公共施設等総合管理計画
～次世代に大きな負担を残さないために～



■ 中長期的な公共施設などの維持管理費用
●公共建築物
　平成 22 年度からの５年
間に公共建築物の維持管理
や新規整備にかかった費用
は、年平均で 10.74 億円
でした。今後 40 年間にか
かる維持管理費を試算する
と、年平均 17.1 億円の財
源が必要となります。これ
は直近 5 年間にかかった
費用の 1.6 倍に当たります。

●インフラ資産
　インフラ資産の整備に５
年間でかかった費用は、年
平均で 21.3 億円程度です。
将来の更新や修繕にかかる
費用を試算すると、今後
40 年間に 895.4 億円、年
平均で 22.4 億円が必要で
す。今後も同程度の額をイ
ンフラ資産の修繕や更新に
充てることは厳しい状況に
なることが見込まれます。

【今後 40 年間に想定される公共建築物の維持管理費の推移】

【将来の更新費用の推計（インフラ資産）】

公共施設等マネジメント基本方針
　次の５つの基本方針に基づき、公共施設等マネジ
メントに取り組みます。
❶公共建築物の新規整備、大規模改修と建て替えは、

総量規制の範囲内で行い、複合化・多機能化・統
廃合・広域化を図ります。

❷インフラ資産の新規整備と更新、老朽化対策とし
ての点検と修繕を計画的に行います。

❸市民ニーズの変化に対応し、公共建築物の有効活
用を図ります。

❹公共施設等を適正に管理し、ライフサイクルコス
トを縮減します。

❺公共施設等の維持管理、運営に市民と民間の活力
を積極的に導入します。

具体的な取り組み
　将来を見据えて次の取り組みを進めます。
⑴総資産量の適正化
　～複合化・多機能化・統廃合・広域化の推進～
　≪縮減目標≫
　　公共建築物の総資産量を今後30年で30％縮減
⑵公共建築物の有効活用
⑶公共施設等の耐震化・安全確保
⑷公共施設等の長寿命化の推進
⑸公共施設等の管理経費の縮減
⑹計画的な維持管理等の実施
⑺公共施設等の点検・診断・評価の実施
⑻借地の計画的解消
⑼ PPP/PFI の導入の検討
⑽市民の方の運営への参画
⑾民間への譲渡・委託

億円

35

30

25

20

15

10

5

大規模改修
築31年～50年の公共施設の大規模改修

建て替え
築61年以上の公共施設の建替え

既存更新分
新規整備分

0

直近５年平均公共施設投資的経費　10.74億円/年

推計事業費　17.1億円/年

40年間の更新費用総額　683.3億円

（年度）H22 H27 H32 H37 H42 H45 H52 H57 H62

1.6倍

億円
40

30

20

15

5

25

35

10

0

40年間の更新費用総額　895.4億円
推計事業費　22.4億円/年

（年度）

下水道整備額
上水道整備額

橋りょう整備額
道路整備額

既存更新分新規整備分

H22 H27 H32 H37 H42 H45 H52 H57 H62

既存更新分+新規整備分（５カ年度平均）　21.3億円/年

既存更新分（５カ年度平均）　15.8億円/年
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新しいガイドライン 2015 に
対応した救命講習に変更されました

　ガイドラインが更新されました。これまでに比べ、
手技の内容が明確化し、胸骨圧迫の重要性がさらに高
まりました。救命講習の内容も新しいガイドライン
2015 に対応した内容に変更しました。

富士山南東消防本部　裾野消防署
995-0119

救急蘇生法に関する研究は世界中で続けられ、常に進歩して
います。新しい研究成果で、「有効」と考えられる蘇生手順（ガ
イドライン）は定期的に改正されています。
大切な人や家族の命を守るため、救命に関する手技と知識を

学びましょう。

胸骨圧迫訓練システム
「しんのすけくん」が寄贈されました

　６月 23 日、市内に事業所がある住友理工株式会社
から胸骨圧迫訓練評価システム「しんのすけくん」が
裾野消防署に寄贈されました。
　「しんのすけくん」は、心肺蘇生法の訓練をサポー
トするシステムで圧迫位置・圧迫の深さ・リズムなど
を検知し、項目ごとに点数化することで訓練を客観的
に評価することができる製品です。各項目はリアルタ
イムで画面表示され、改善点が視覚的に確認でき、胸
骨圧迫の質の向上が期待されます。
　消防職員の日々の訓練や、市民の方の講習などで「し
んのすけくん」を活用し、救命率の向上を目指します。

救命講習の参加者を募集しています

　AED（自動体外式除細動器）を使った心肺蘇生法
の習得をします。費用は無料です。

9 月 26 日㈪　9 時～ 12 時
裾野消防署 3 階災害対策室
中学生以上の方
30 人（先着順）
裾野消防署・茶畑分遣所・須山分遣所にある申込書
必要事項を記入し、提出してください。
11 月 19 日㈯、平成 29 年 1 月 23 日㈪、3 月 11
日㈯にも開催します。

●胸骨圧迫の深さは約５㎝
●１分間に 100回～ 120回のテンポ
●胸をしっかり元の位置に戻す
●胸骨圧迫の中断時間を最小限（10秒以内）に
●正常な呼吸か判断に迷ったらすぐ胸骨圧迫
※処置・判断に迷ったときは 119 番通報し、オ
ペレーターの指示を仰いでください。

胸骨圧迫の変更点（成人の場合）
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９月９日は救急の日
大切な人の命を守るために



消費税率引き上げの影響を緩和するため、昨年度に続き、
臨時的措置として臨時福祉給付金と年金生活者等支援臨時
福祉給付金を支給します。対象は、所得の低い方や所得の
低い障害・遺族年金を受給している方です。対象となる方
は、申請期間中に手続きを行ってください。

社会福祉課
995-1819

臨時福祉給付金

支給対象者／平成 28 年 1 月 1 日時点で当市に住民登
録があり、平成 28 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
支給額／１人につき 3,000 円

年金生活者等支援 臨時福祉給付金
（障害・遺族基礎年金受給者向け）

支給対象者／臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平
成 28 年 5 月分の障害基礎年金、遺族基礎年金など
を受給している方
※７月 19 日㈫までに年金生活者等支援臨時福祉給

付金（高齢者向け）を申請し、受給した方は対象
外

支給額／１人につき 30,000 円

市役所地下会議室で受け付け

　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。市役所地下会議室ま
たは、郵送で手続きしてください。
申請期間／９月 30 日㈮～平成 29 年１月 11 日㈬
　※㈯・㈰、祝日、年末年始を除く
　※当日消印有効
ところ／市役所地下会議室

※１月４日㈬以降は、社会福祉課で受け付け
持ち物
❶申請書
❷振込口座が確認できる書類（金融機関名、口座番号、

口座名義人が分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可
❸本人確認ができるもの１点（運転免許証、旅券、保

険証、住民基本台帳カードなど）

その他

● 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。

●申請後、審査が行われます。審査の結果や支払日な
どは、11 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。

●原則として申請期間外の申請は受け付けできません。
●申請期間などは、市区町村で異なります。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・個人情報の詐取に注意！

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。
 警察相談専用電話　＃ 9110
●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。

992-5360　　
受付▶９/30 ㈮～ 12/28 ㈬（㈯・㈰、祝日を除く）
　　　８時 30 分～ 17 時 15 分

給付専用ダイヤル　　　
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臨時福祉給付金・年金生活者等支援 臨時福祉給付金
申請は平成 29 年１月 11 日㈬まで



国民健康保険は、加入者が納めた国民健康保険税（国保税）で病気に
かかったときやけがをしたときに助け合う公的健康保険制度です。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ご相談ください。

国保年金課
995-1814

10/1 からうぐいす色の新保険証に

現在、使っている藤色の保険証の有効期限は９月
30 日㈮です。新しい保険証はうぐいす色です。
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９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
たは郵便局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／特別な理由がなく、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３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
常の保険証を交付します。

国保税を滞納すると制度の利用に制限
医療費の支払いの差し止めも

　資格証明書の交付を受けた方が医療機関などにか
かったときは、医療費の全額を医療機関などに支払わ
なければなりません。支払った後、国保年金課で特別
療養費の支給申請を行えば、７割分の支給を受けるこ
とができます。なお、この７割分を滞納している国保
税に充当することがあります。
　資格証明書を交付されていて１年６カ月以上の滞納
がある方は、医療費や葬祭費など保険給付の全部また
は一部の支払いが一時差し止められます。

税金の納付に困ったら、市役所１階管理納税
課へご相談ください。毎月第１・３水曜日は
19 時まで夜間納税相談を行っています。お気
軽にご利用ください。
 管理納税課　995-1811

税金の納付に困ったときは相談を

旧

新
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国保の保険証を 10/1 ㈯更新
国保税は期限内に納付を！



引っ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。

退職者医療の対象者

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

❶国保に加入している方
❷ 65 歳未満の方
❸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、対象者用の保険証を送ります。

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 　　―
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
家族の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 　　―
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、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
きは職場の健康保険に加入した証明書）

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
他

市内で住所が変わった
保険証世帯主や氏名が変わった

世帯が分かれた・世帯が一緒になった
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）

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─

9
2016.9.1

特集５



今月の写真

Photograph ７・８月

今月の一枚 This month's best shot

ゆるキャラRグランプリ 2016 の投票開始に合わせ、“ すそのん ”
と JA なんすんのキャラクター “ 太陽リィ・美味リィ ” の合同応援集
会を行いました。西幼稚園と東保育園のお友だちなど約 100 人が応
援に駆けつけました。“ すそのん ” は、合 50 位以内を目指します。

ガンバレ！“すそのん”“太
さ

陽
ん

リィ・美
み

味
み

リィ” ７月22日

市とキヤノン㈱富士裾野リサーチパークが「大規模震災時におけ
る支援協力に関する協定」を結びました。執行役員の宮本厳恭さん
と髙村市長が協定書に署名をしました。救援・救護活動、生活物資
や救援物資の受け入れなどの分野で連携することになります。

キヤノンと大規模災害時に支援協力 ７月21日

富士山すその大花火大会が６日に行われました。今年の大花火大
会のテーマは「壱万発の大乱舞」。昨年より１千発多い１万発の花
火が打ち上げられました。陸上競技場の芝生席と野球場のスタンド
席を新たに観客席に追加。約38,000人の来場者が、音楽とレーザー
光線を駆使した演出に酔いしれました。

壱万発の大乱舞

撮影／運動公園
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Photograph 2016.7・8

夏休みチャレンジ実験教室が生涯学習センターで行われました。
市内に住んでいるアクリルロボット開発者の三井康亘さんの講義の
あと、子どもたちはサッカーロボット作りに挑戦。出来上がったロ
ボットを友達と一緒に動かし、楽しいひとときを過ごしました。

夏休みにロボット作り体験 ８月３日

災害が起きる前に考えよう ７月30日

災害ボランティアを考えるつどいが、市民文化センターで行われ
ました。パネルディスカッションでは、被災地でボランティア活動
を行った方々が、活動で得た経験を発表。災害が起きたとき、ボラ
ンティアの受け入れをどのようにするかなど意見を交わしました。

９個人１団体が中体連東海大会に出場 ８月４日

中体連東海大会出場選手が市役所を訪れました。陸上・水泳・卓
球・ソフトボールの大会に９個人１団体の選手が出場しました。選
手たちは「自己ベストを出し、上位入賞を目指して頑張りたいです」
など市長に東海大会への抱負を語りました。

障がい者野球の９チームが熱い戦い ７月30日

全国の障がい者野球９チームが参加し、「第 13 回 DREAM 
CUP」が運動公園野球場とトヨタ野球場で行われました。地元か
ら「静岡ドリームス」が出場。大会運営には、中学校野球部や裾野
高校の生徒など、多くの市民ボランティアの皆さんが参加しました。

熊本城復興支援チャリティー ７月31日

富岡地区の有志からなる「嶽南ふるさと」が主催する熊本城復興
支援チャリティーイベントが行われました。会場の富岡コミュニ
ティセンターは、熊本県の物産品を買い求める多くの地区民でにぎ
わいました。ステージイベントや餅つき大会なども行われました。

年に一度の大絵図を公開 ８月１日

深良地区郷土資料館運営委員会の主催で、大絵図や深良用水に関
する古文書などの虫干し会が行われました。深良コミュニティセン
ター大会議室に畳 10 枚ほどの大絵図が２枚展示され、来場者の目
を引き付けました。保存状態は、おおむね良好でした。
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今月の写真

Photograph ７・８月

イングリッシュ・サマー・ディ・キャンプが生涯学習センターで
行われました。市内の小学生 14 人と中学生９人が参加しました。
イラストを使って遊んだり、ALT と会話をしたり日本に居ながら
英語だけに触れる１日半になりました。

１日半の留学体験 ８月８日

五輪選手の誕生を願って採火と融合 ８月６日

リオ五輪の開会式に合わせて、虫眼鏡で太陽から火を起こす採火
式が陸上競技場で行われました。裾野陸上教室の主催によるもので、
五輪選手誕生の願いが込められています。採火した火は、平成 22
年２月 23 日に採火した「富士山の火」と融合されました。

深良川を美しく ８月６日

深良川クリーンアップ大作戦が行われました。深良用水の隧
ずいどう

道点
検で水が止められるのに合わせ、２年前から実施しています。深良
地区区長会と深良地区美しい水と緑保全の会の呼び掛けで、約 50
人が参加。川べりなどに青々と生い茂った草を手際よく刈りました。

万灯会 ８月６日 ゆるキャラとカウントダウン ８月６日

富士山すその大花火大会が始まる前に、会場の一角で仏教会の皆
さんによる万灯会が行われました。19 時、灯ろうのロウソクに火
が入ります。周辺が薄暗くなるにつれ、優しい光が辺りを包みます。
夏まつりの賑わいの中で、心安らぐひとときです。

１万発の花火が上がる富士山すその大花火大会のカウントダウン
が行われました。19 時 30 分、髙村市長の「10・９・８…」の声
に合わせ、“ すそのん ”“ ファイゴン ”“ すぅちゃん ” など６体のゆる
キャラたちが、花火の上がる方向を見ながら体を揺らしていました。

東日本のリトルシニア32チームが入場行進 ８月８日

中学生公式野球チーム、リトルシニアの東日本選抜野球大会が裾
野球場など、県内や神奈川県の８会場で行われました。開会式には、
地元の「静岡裾野」をはじめ 32 チームが参加。灼熱の太陽の下、
入場行進を行う中学球児にスタンドから拍手が贈られました。
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Photograph 2016.7・8

当市が活動拠点の JFA アカデミー福島女子 U-15 が、全日本女
子ユースサッカー選手権大会で初優勝を果たし、市長に報告に訪れ
ました。「試合のたびにまとまりが良くなり、優勝につながりました」
とキャプテンの富岡千

ち
宙
ひろ

さん。これからの活躍が楽しみです。

JFAアカデミー福島女子が優勝を報告 ８月15日

 「３D ブロックロボット作り教室」が東西公民館で行われました。
小学１～６年生の児童 23 人が参加。縦、横、斜めにつなぐことが
できるブロックで自由にロボットを作りました。「こっちに付けた
ら動くかな？」と試行錯誤し、個性豊かなロボットを完成させました。

ブロックでロボットづくり ８月10日

道路をきれいに ８月10日

８月 10 日は道の日です。大正９年８月 10 日に、日本で初めて
近代的道路整備計画が整備されたことから制定されました。この日
に合わせて、小柄沢通りと佐野茶畑線周辺の清掃や草刈りが行われ、
橋の欄干や道路がすっきりきれいになりました。

太鼓の演奏にチャレンジ ８月11日

 「聴いて！触れて！はせみきたの和太鼓体験ワークショップ」が
市民文化センターで開催されました。講師のはせさんは、市内に住
んでいるプロの和太鼓奏者です。約 80 人が参加し、太鼓の種類や
歴史、音の違いなどを学びました。実際に演奏も楽しみました。

夏休みに小・中学生が連句会 ８月12日

宗祇法師の会が主催し、小・中学生のための連句会が東西公民館
で開催されました。参加した６人の小・中学生は、２班に分かれ連
句づくりに初挑戦。季語の使い方や創作のルールなどを先生から教
わりながら、連句の魅力を体験しました。

昨年の平和都市宣言を機に、中学生 10 人が７月 27 日から２泊
３日の日程で、広島市などを訪問しました。市役所で行われた報告
会では、生徒が一人ずつ広島訪問の感想を述べました。感想文は広
報すその９月 15 日号に掲載します。

広島訪問の感想を発表 ８月８日
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生涯学習課　 992-3800
UTMF 公式ホームページ
http://www.ultratrailmtfuji.com/

富士山麓の登山道・歩道・林道など１周 165キロメートルを走るトレイルランニング「ウ
ルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）」が今年も開催されます。静岡県側は、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と呼ばれ
る休憩所を設け、特色ある地元グルメなどで選手を迎えます。今回の大会では、当市のエイ
ドステーションはこどもの国です。
恒例となったご当地グルメスタンプラリーも開催され、選手以外の方も楽しめるイベントです。

大会概要　※出場申し込みは終了しました。

■ UTMF(ULTRA-TRAIL Mt.Fuji)
山梨県の河口湖大池公園をスタートし、富士山を反

時計回りにぐるりと１周する、総距離約 165km、累
計標高差約 7,500m の過酷なコースです。スタート
してから 46 時間以内にゴールしなければならない難
コースに、約 1,400 人が挑みます。
とき／ 9 月 23 日㈮　13 時スタート

■ STY(Shizuoka To Yamanashi)
富士市・富士山こどもの国をスタートして、富士山

の東側を通り、河口湖大池公園までを走る半周、約
72km、累計標高差約 3,700m のコースです。UTMF
と同じように制限時間があり、20 時間で走り切らな
ければなりません。
とき／ 9 月 24 日㈯　12 時スタート

初 開 催！「 ち い さ な UTMF」
でトレイルランニング、始め
てみませんか？

　子どもや、トレイルランニング初心者の方のた
めに「ちいさな UTMF」部門が設けられました。
短い距離のトレイルランニングにチャレンジして、
雄大な富士山の自然に触れてみませんか？

９月 24 日㈯　12 時 10 分～ 15 時
富士山こどもの国（富士市桑崎）
２km…小学生以上の方

　　　　※小学生は保護者の伴走が必要
　３km…中学生以上の方
　10km… 15 歳以上の方で、3 時間以内に完走で

きる方
※大会当日のエントリーができます。詳細は

UTMF 公式ホームページでご確認ください。

市内13のイチゴ農家が作った「章姫」と「紅ほっ
ぺ」を 100％使用した「すそのいちごわいん」
の試飲コーナーを設置します。爽やかでフルー
ティーな味わいです。地元の新しい特産品の味を
お試しください。

９月 24 日㈯　８時～ 12 時
富士山こどもの国（富士市桑崎）
車を運転する方の飲酒はご遠慮ください。

「すそのいちごわいん」の試飲を実施

特集６
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Information
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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

牧水祭（碑前祭）

９月 11 日㈰　10 時～
市民文化センター
碑前で、若山牧水の遺徳をしの
び、献酒・献花などを行います。
鈴木図書館　992-2342

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 27 日㈫　10 時～ 12 時
町震コミセン
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

市民無料相談

９月 20 日㈫　10 時～ 12 時
　※受付▶ 11 時 40 分まで

市役所４階会議室
●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

富士山すそ
の 三大花 まつり2016富士山すそ
の 三大花 まつり2016

富士山に向かうパノラマロード沿いの「コスモス」、富士山資料館
周辺の「そばの花」、遊園地ぐりんぱの「ダリア」などが９月に花の
見頃を迎えます。麗峰富士を背にさまざまな花が咲き誇る姿を楽しむ
ことができます。各花畑では趣向を凝らしたイベントが開催されます。

また、三大花まつりを巡るスタンプラリーも開催され、抽選ですて
きな賞品が当たります。

 コスモスまつり 
９月 17 日㈯～ 18 日㈰
９時～ 15 時
パノラマ遊花の里（梅の里・ヘル
シーパーク裾野入口）

 そばの花まつり 
９月 18 日㈰　９時～ 14 時
須山十里木そば畑

（市立富士山資料館近く）

 天空のダリア祭り 
10 月 10 日㈪まで　９時～ 17 時
　※平日は９時 30 分～
遊園地ぐりんぱ
●入園料が必要●水曜日は休園

三大花まつりスタンプラリー
各花畑を巡り、２カ所以上のスタンプを集めて、

賞品を手に入れましょう。
台紙配布場所／観光協会、各花畑
賞品／ A 賞▶ホテルジャストワン宿泊券、

御殿場高原ホテル Bu 宿泊券
B 賞▶遊園地ぐりんぱペア入園券、あしたか山麓裾野そば
３カ所スタンプを集めた方には「すそのんオリジナルクリア
ファイル」を３カ所目のスタンプ獲得時にプレゼントします。

 戦略広報課　995-1802

15
2016.9.1



インフォメーション

Information

広報すその 8/1・15 号
おわびと訂正

広報すその８月１日・15 日号
７ページに掲載した「地区サロン
～地域の高齢者の交流の場～」に
誤りがありました。おわびして訂

正します。
正しくは次のとおりです。

【緑町区陽だまり会】
とき▶第２㈬　９時 30 分～ 11

時 30 分
【青葉台区ふれあいサロン】
サロン名▶青葉台区サロン日向

ぼっこ
とき▶第１・３・４・５㈭　10

時～ 15 時

【ふれあい塾本村下】
とき▶第４㈬　13 時～ 15 時

【和市ふれあいクラブ】
サロン名▶コミュニティキッチン

わいち
とき▶第２㈪　11 時 30 分～ 14

時 30 分
介護保険課　995-1821

運動公園には、ローラー滑り台がある芝生の丘や陸上競技場、
野球場、ウォーキングコースなどがあります。富士の麓で親子
で遊んだり、健康づくりや競技スポーツで利用したりしません
か。

芝生の丘
全長 108.3m、高低差 19m のローラー滑り台

があります。芝生の広場では、自由に遊んだりピ
クニックをしたりできます。
陸上競技場

サッカーやラグビー、陸上競技などに利用でき
ます。団体予約がないときは、個人でトラックを
走ることができます。

【個人利用料】
大人／午前・午後各 210 円、夜間 310 円
小・中学生以下／午前・午後・夜間各 100 円
やすらぎの広場

芝生の広場があり、グランドゴルフなどさまざ
まなスポーツやイベントなどで利用できます。

運動公園　997-7277

野球場
高校野球や社会人野球などで利用できます。

多目的広場
スポーツやイベントなど多目的で利用できます。

テニス場
砂入り人工芝コートが６面あります。夜間照明を

完備しているため、夜間も利用できます。

利用時間／９時～ 21 時
休園日／毎月第３㈪、年末年始

ウォーキング・ランニングコースを設置！

初級 1.0km、中級 1.3km、上級 1.5km の３コー
スを設置しました。上級は高低差があります。体
力増進などにご利用ください。

富士の麓で健康づくりや競技スポーツ！富士の麓で健康づくりや競技スポーツ！

初級コース ――
中級コース ――
上級コース ――

やすらぎの
広場

陸上競技場

多目的広場

芝生の丘

野球場
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お知らせ

3B 体操

いろいろな運動を組み合わせ、
脳に刺激を与えます。

毎週金曜日　10 時～ 11 時
市民体育館小会議室
上履き、飲み物、バスタオルか
ヨガマット
伊藤　090-7434-0213

御宿台保育園などの
指定管理についての説明会

子育て世帯などどなたでも参加
できます。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

９月 10 日㈯　10 時～ 11 時
御宿台保育園遊戯室
御宿台保育園と北児童館の指定
管理について
子ども保育課　995-1822

9/10 は「下水道の日」
キャンペーンを実施

９月 10 日は「下水道の日」です。
下水道の役割や重要性などについ
て理解・関心を深めるための記念
日です。

９月９日㈮　16 時～
ベルシティ裾野
PR グッズなどの配布
上下水道課　995-1836

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。

９月６日㈫・20 日㈫
13 時～ 16 時（１回 45 分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

アルコール依存相談

アルコール依存に関する相談に、
専門の相談員が応じます。秘密は
厳守します。

９月 12 日㈪・26 日㈪
　13 時～ 16 時（１回 45 分）

県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前の週の金曜日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

スポーツ選手の大会出場
奨励金

　東海大会以上の各種競技大会に
出場する方に奨励金を交付します。

市内に住んでいる、地区予選を
勝ちあがったか、競技団体など
から推薦され、次の対象大会に
出場する方

対象大会／●国際大会
●日本体育協会加盟団体や全日
本アマチュア野球連盟加盟団体、
文部科学省・厚生労働省が主催
する東海大会以上の大会
●市スポーツ協会に加盟する団
体の競技種目で東海大会以上の
大会

交付金額／●国際大会▶オリン
ピック・パラリンピック５万円、
世界大会・アジア大会３万円
●全国大会▶１万円
●東海大会▶５千円
生涯学習課にある申請書に必要
事項を記入し、必要書類を添え
て提出してください。　※申請
書は市公式ウェブサイトからダ
ウンロードできます。
大会開催日の 15 日前まで
生涯学習課　992-3800

9/11 は「警察相談の日」
電話相談に 24 時間対応

９月 11 日は「警察相談の日」
です。

犯罪や事故の発生には至ってい
ない、ストーカーや DV、悪質商
法、近隣や職場でのトラブルなど
普段の生活の安全に関わる悩み相
談を、24 時間電話で受け付けて
います。
相談専用電話番号／ #9110 また

は 054-254-9110
通話料がかかります。携帯電話
や PHS からもかけることがで
きます。
裾野警察署　995-0110

４月に発生した熊本地震で、
熊本県上

かみ
益
まし

城
き

郡
ぐん

山
やま

都
と

町
ちょう

にある
「通潤橋」が通水できなくなっ
ています。この橋は、平成
26 年に深良用水と同時に世
界かんがい施設遺産に登録さ
れました。
「通潤橋」を修復するため、
募金のご協力をお願いします。
募金箱設置場所／市役所、深

良・富岡・須山支所、生涯
学習センター、鈴木図書館

総務管財課　995-1807

撮影：山都町教育委員会

通
つうじゅんきょう

潤橋修復募金にご協力を

17
2016.9.1



インフォメーション

Information

国保高齢受給者証交付会

10 月１日㈯から対象となる方
に、受給者証を交付します。

９月 21 日㈬
　10 時 20 分～ 11 時 30 分

福祉保健会館研修室
昭和 21 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

農薬の適正な使用

農薬を使用する際には、次のこ
とを守ってください。
・ラベルをよく確認し、記載事項

を守る。
・有効期限の切れた農薬は使用し

ない。
・無登録農薬の疑いのあるものは

使用しない。
・農薬が周囲に飛散しないよう風

向きなどに注意する。
・住宅地などで農薬を使用する際

は、周辺住民の方に十分配慮す
る。

・防護装備をしっかりする。
・土壌くん蒸剤を使用する際は、

被覆などを行い揮散に注意する。
・養蜂が行われている地域では、

事前に農薬使用の情報提供をす
るなど危害防止対策を行う。

・農薬は安全な場所に施錠して保
管する。
農林振興課　995-1823

市民ソフトボール大会
参加チーム

10 月 16 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
地区体育委員会内の複数行政区
でチーム編成可
１チーム 2,000 円
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加費を
添えて、提出してください。
９月２日㈮～
10 月２日㈰
市スポーツ祭
運営委員会
993-0303

脳いきいき教室
（２コース）参加者

10 月６日㈭・20 日㈭・27 日㈭、
11 月４日㈮・11 日㈮・25 日
㈮　13 時 30 分～ 15 時 30 分
市民体育館大会議室
65 歳以上の市民の方で、６回
全てを受講できる方　※男性向
けの内容ですが、女性も参加で
きます。
30 人（先着順）
認知症への知識を深め、予防へ
つなげます。
飲み物、タオル、筆記用具
９月５日㈪～ 30 日㈮
同じ内容で 12 月から富岡コ
ミュニティセンターでも実施し
ます。
介護保険課　995-1821

なんすんレディ

JA なんすんの顔として、各種
イベントに参加し、地元農業を盛
り上げてくれる女性を募集します。
任期／平成 29 年１月１日㈰～平

成 30 年 12 月 31 日㈪
次の要件を全て満たしている方
●農業・農協事業に関心があり、
原則として県東部地区に住んで
いるか通勤・通学している平成
28 年４月１日現在で 18 歳以
上の女性の方（高校生不可）●
普通自動車免許がある方●髪の
色や身だしなみなど JA の基準
に沿える方●勤務している場合、
勤務先の承諾が得られる方
１人

待遇／活動報酬の他、１年間につ
き 10 万円を支給
履歴書に「農協の印象・農業へ
の思い」を併記し、６カ月以内
に撮影した全身写真と顔写真を
添付して、JA なんすん総合企
画部企画課へ直接または郵送で
提出してください。
11 月４日㈮
紹介者には、採用された場合に
限り 30,000 円の謝礼がありま
す。
JA なんすん総合企画部企画課
なんすんレディ係　931-4977
〒 410-0822
沼津市下香貫字上障子 415-1
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お知らせ

陶芸講座受講生

９月 24 日㈯・25 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
20 人（先着順）
皿や茶わんなど自分が作りたい
ものを作ります。
受講料 400 円、材料費 3,000 円
９月 10 日㈯９時～
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、提出してください。
東西公民館　992-6677

県介護人材育成事業
雇用型実習生

県が実施する働きながら介護の
資格取得・職場実習・就職支援が
受けられる介護人材育成事業の実
習生を募集します。4 カ月間の実
習期間を経て、直接雇用を目指し
ます。
勤務日／㈪～㈮のうち、３～５日
勤務時間／７時から 19 時 30 分

までの間で８時間以内
勤務地／県東部地域の介護施設

失業中または求職中の方で、介
護関連の資格がない方
30 人

給与／時給 900 円
【説明会】

９月 16 日㈮　10 時～
シグマカレッジ沼津駅前校（沼
津市大手町）

㈱東海道シグマ介護事業部
　054-255-4259

65 歳以上の運動教室
東コースの参加者

10 月７日 ･21 日、11 月４日
･18 日、12 月２日 ･16 日、平
成 29 年１月６日 ･20 日の金曜
日　10 時～ 11 時 30 分
東地区コミュニティセンター
65 歳以上で、８回全てに参加
できる方
20 人（先着順）
ストレッチ、筋力アップの体操、
脳トレなど
汗拭きタオル、水分補給用の飲
み物、上履き、筆記用具
９月９日㈮～ 30 日㈮
男性や体力評価をしたい方向け
に、11 月から「しっかり運動
コース」を生涯学習センターで
開催します。

介護保険課　995-1821

防衛省採用試験

①防衛医科大学校看護学科学生
▶ 10 月 15 日㈯②防衛医科大
学校医学科学生▶ 10 月 29 日
㈯、30 日㈰③防衛大学校学生

（一般前期）▶ 11 月５日㈯・
６日㈰④陸上自衛官（看護）▶
11 月 26 日㈯
①②③高卒（見込み含む）で
21 歳未満の方、④看護師免許
があり、保健師・助産師免許が
ある方（見込み含む）で 36 歳
未満の方　※年齢は平成 29 年
４月１日現在
①②③９月５日㈪～ 30 日㈮④
９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

迷惑電話非着信装置
設置希望者

悪質電話を防
止するための機
器の設置希望者
を募集します。
設置期間／ 10 月１日㈯～平成

29 年３月 31 日㈮
次の全ての項目を満たす世帯の
方
①市内に住んでいる方②電話番
号表示サービスを使用している
方③アンケートに協力できる方
100 世帯　※応募者多数の場
合は抽選
各家庭に配布した申込用紙に必
要事項を記入し、送付してくだ
さい。
９月 20 日㈫
商工観光課　995-1857

家族のための
精神保健福祉講座

10 月４日㈫・13 日㈭・17 日㈪・
26 日㈬　13 時 30 分～ 16 時
県東部総合庁舎別館２階婦人セ
ンター集会室（沼津市高島本町）
東部健康福祉センター管内の市
町内に住んでいるか通勤してい
る、こころの病（主に統合失調
症）の方の家族の方　※原則と
して４回全てを受講できる方
50 人（先着順）
①こころの病気の理解と治療に
ついて②薬との付き合い方③家
族の対応の仕方と医療機関との
付き合い方④家族と本人を支え
る地域の社会資源と制度
９月 30 日㈮

県東部健康福祉センター福祉
課　920-2087
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インフォメーション

Information

がんばる中小企業
応援セミナー参加者

９月12 日㈪ 19 時～ 20 時 30 分
生涯学習センター
190 人（先着順）

講師／小出宗昭さん（富士市産業
支援センター（f-Biz）センター
長）
氏名、参加人数、電話番号を商
工観光課へ電話またはファクス、

Q アダルトサイトに誤って接続してしまい、高
額な入会金を請求された。どうしたらよいか

とインターネットで調べていたら、被害救済すると
いう探偵業者を見つけた。信用できるか。

Ａ 探偵業者や調査業者のホームページに「トラ
ブルを解決する」「返金交渉する」と記載さ

れている場合があります。探偵業者がトラブルを解
決するために報酬を得て、解約交渉を行うことは、
弁護士法に違反している可能性があります。簡単に
解決できると思わせる広告や説明をうのみにして、
安易に契約しないようにしましょう。訪問販売・電
話勧誘販売で契約した場合や探偵業者とトラブルに
なった場合には、クーリング・オフ（無条件解約）
できる場合もありますので、すぐに消費生活セン
ターに相談してください。

メールで連絡してください。
商工観光課　995-1857
995-1864
shoukou@city.susono.shizu
oka.jp

小学生チャレンジ広場
参加者

９ 月 24 日 ㈯　10 時 ～ 11 時
10 分
鈴木図書館
市内に住んでいる小学４～６年生
16 人（先着順）
参加者で４人１組のチームを作

データバンク
８月１日現在

人　口　52,759人�（−１人）
　男　　26,830人�（−10人）
　女　　25,929人�（＋９人）
世　帯　21,544世帯
� （+35世帯）
内、外国人� 684人376世帯

Center Newsくらしのダイヤル 消費生活研究会

電力の自由化
今年の４月から「電力小売り全面自由化」になり、

家庭の電気も国の登録を受けた事業者から、自由に
選んで買えるようになりました。自前の発電所を
持っていて、電気を安く作れる都市ガスや石油元売
りなどのエネルギー関連の会社、自前の発電所は
持っていないが、電気を仕入れ、自社商品とセット
で売る会社、太陽光や風力など再生可能なエネル
ギーや電気の地産地消を進める事業者などが参入。
６月 16 日現在で、310 の事業者が新規参入してい
ます。

電気料金も事業者が自由に決められるので「料金
が安くなるかも」と期待したくなりますが、契約の
切り替えを検討する場合は、料金だけでなく、契約
相手の事業者や契約内容をよく確認し、納得いくま
で説明を聞くことが大切です。

消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room

り、図書館からの脱出ゲームに
挑戦します。
筆記用具
９月３日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342
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Health

９月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

エイズ検査・肝炎検査 健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検

査投薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。 裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
 ６日㈫　 17:00 ～ 19:45
13日㈫※  9:00 ～ 11:30
20日㈫　 13:00 ～ 15:30
29日㈭※  9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

６日㈫
９:00～９:15

平成28年３月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

13日㈫
13:00～13:30

平成27年３月
生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈫
９:00～９:15

平成26年８・９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

８日㈭
13:00～13:15

平成26年３月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00～13:30

平成25年９月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
5・12・26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

26日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

29日㈭
８:45～９:00 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

12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

５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

７日㈬・23日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

12日㈪
13:30～15:00

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

整形 内科 外科
4 5 6 7 8 9 10

整形 内科 内科 外科 内科 内科 ※
11 12 13 14 15 16 17

内科 内科 内科 内科 内科 内科 内科
18 19 20 21 22 23 24

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

内科 外科 内科 内科 整形 内科
※10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

9 月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

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 白石医院 951-4593 市道町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

17 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

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

18 ㈰ 柿田川医院 973-3601 柿田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

19 ㈪

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

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

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

20 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 東医院 921-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

21 ㈬ 小林内科医院 921-2165 米山町 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

22 ㈭

田沢医院 962-1205 大手町 西方外科医院 921-1333 共栄町

清流クリニック 941-8688 堂庭 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

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

23 ㈮ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 西島病院 922-8235 大岡 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈰

旭医院 966-0031 原 五十嵐クリニック 934-6700 志下

白石医院 951-4593 市道町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

26 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原
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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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

●救急協力医の変更／９月 13 日㈫・15 日㈭の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　13 日㈫　変更前：大坂屋クリニック　▶変更後：高桑医院岩波診療所（997-0486　 岩波）
　　　　　　　　　15 日㈭　変更前：高桑医院岩波診療所▶変更後：大坂屋クリニック（995-3100　 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

18 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

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　

19 ㈪ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町　　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

22 ㈭
さわだの森耳鼻咽喉科
クリニック
929-8787 西沢田　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉　　

25 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

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

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川　　

日 内 科 外 科 小 児 科

27 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

28 ㈬ 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 西村医院 971-6510 下土狩

29 ㈭ 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

30 ㈮ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 守重医院 931-2511 我入道

　江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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998-1325富士山資料館

和太鼓奏者
はせ みきたさん（佐野・40 歳）

45th Anniversary
イルカ　ほのぼのコンサート

1975 年になごり雪が大ヒット！　以来、地球と
命の大切さを歌い続けるシンガーソングライター。

昔懐かしい曲を聴きながら、家族や友人とゆった
りとしたときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
と　き／ 12 月 24 日㈯　16 時～　※開場▶15 時 30 分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
 一　般▶  5,500 円
 ペア券▶ 10,000 円（２枚１セット）
 ※未就学児の入場はできません。
発売日／９月 17 日㈯

993-9300

NAVI

5日㈪・12日㈪・20日㈫・26日㈪
9月の休館日

江戸時代の取り締まり

江戸時代には、幕府と大名・旗本などの領主は治
安維持に努力していました。その中でも頭を悩ませ
たのが浪人と博

ばく
奕
ち

でした。
左下は浪人の取り締まりの通達で「このたび浪人

どもが御
みく

厨
りや

地方で不法の狼
ろう

藉
ぜき

を働き、巡回の役人も
大変苦労した。浪人が来ても宿泊などさせてはいけ
ない」と指示しています。

右下は、博奕についての指示を承知したという請
書です。主な内容は「博奕は禁止のことで前々から
厳しく取り締まっているが、隠密が回ったところ村
で怪しい者がいる。内々で吟味するように御代官様
より指示があった。無商売の者・怪しい者がいたら
一夜の宿も貸さないで通報します」。

博奕についてはなかなか根絶できなかったようで、
何度も禁止を誓った村人もいたようです。

（須山区有文書）

はせさんは、プロの和太鼓奏者として、県東部、
東京都を中心に国内外で活躍しています。太鼓を始
めたのは、８歳のときに兄に連れられて地域のお祭
りに行ったことがきっかけ。10 歳から沼津市の黄
瀬川太鼓育成保存会に所属し、13 年間活動してい

ました。
　「和太鼓体験ワークショップ」を８月 11 日㈭に
市民文化センターで開催しました。「太鼓の魅力を
演奏だけでなく、太鼓に触れて間近で感じてもらい
たいです」とはせさん。コンサートなどに訪れた各
地でワークショップを開催し、はせさんオリジナル
の演奏と伝統的な文化とのつながり、太鼓の歴史な
どを伝えています。　※ワークショップの様子は
13 ページをご覧ください。

９月 11 日㈰には、富士山の世界遺産登録 3 周年
と市民文化センター開館 25 周年を記念して、コン
サートを開催します。地元裾野市でのコンサートは
初めてです。はせさんは｢富士山の麓、文化センター
という文化の発信地が舞台です。新たな日本の文化
の一端を担う、クリエイティブなことをやりたいで
す｣ と意気込みます。当日は五竜太鼓保存会との共
演があり ｢よりスケールの大きな作品にしたいと
思っています｣ とはせさん。期待に胸が膨らみます。

※チケットは、市民文化センターでお買い求めください。

浪人対策 博奕の禁止

※広報すその 8/1・15 号の図書館だよりに掲載したおはなしの会の日は、９月 10 日㈯が９月 17 日㈯に変更になりました。
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昨年 12月の「平和都市宣言」に伴う平和事業の一環として、
市内の中学生代表 10人が広島を訪問しました。この派遣事業
は、中学生たちが戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、現地で体
験したことや感想を友人や家族、地域の方などに伝え、平和へ
の思いを共有することを目的にしています。

「広島市への中学生代表派遣事業」の概要

　７月 27 日㈬から 29 日㈮まで２泊３日の日程で、
市内５つの中学校から推薦された代表生徒 10 人が、
広島市の平和記念公園や本川小学校平和資料館、平和
記念資料館などを訪れました。現地のボランティアガ
イドの解説を受けながら、施設見学や被爆者の体験講
話を受講するなど、貴重な経験を通じて、平和の尊さ
や命の大切さを学んできました。

中学生代表派遣事業報告会

　８月８日㈪、広島市を訪れた市内の中学生 10 人の
報告会が市役所で行われました。広島訪問で感じたこ
と、これから自分たちができることなど、それぞれの
思いを生徒一人ひとりが報告しました。生徒たちは

「戦争の恐ろしさ、平和の尊さを感じた」「原爆の怖さ
を思い知らされた」など、次世代を担う若者の平和に
対する考えをしっかりとした口調で語りました。
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平和の尊さを次世代へ伝えます
市内の中学生10人が広島を訪問



広島に行って感じたこと

西中学校２年生　

藤
ふじ

田
た

 歩
あゆ

武
む

さん

僕は、広島に行ったことで、原爆や戦争の本当の
姿、本当の恐ろしさというのを学びました。

広島は静岡よりも湿度が高く、蒸し暑い気候でし
た。セミがたくさん鳴いていました。商店街はたくさ
んの人でにぎわっていました。そして、71 年前も同
じように、たくさんの人が暮らしていたと聞きました。

８月６日午前８時 15 分。原爆が投下されました。
軍事的には、必要のない攻撃だったが、戦後の処理
を見据えて、入念な訓練などを行い実行されたとガ
イドさんに聞きました。とてつもない温度と爆風、
そして、まき散らされ、人々の体を傷つけた放射能。
その年までに 14 万人が亡くなり、現在までに 30
万人もの人が亡くなりました。

僕は、平和記念資料館で、こわいものをたくさん

見てきました。被爆者の写真、ガレキがどこまでも
続く広島の街。地獄のようになった街を表す絵や文。
そして、モクモクと湧き立ち、黒い雨を降らせたキ
ノコ雲…。

いったいなぜ、そんな目に合わなければならな
かったのでしょう。なぜ、親を、子を、老人を、住
む家を、街を、愛する人を、このようなひどいやり
方で失わなければならなかったのでしょう。なぜ、
無差別に、罪のない人を被爆させたのでしょう。

戦争は、勝った国にも負けた国にも、大きな被害
と悲しみを生みます。原爆は今でも、被爆者の心と
体をむしばんでいます。人は、平和を追求し、戦争
をやめ、笑顔があふれる世の中へと進んでいかなけ
ればならないと、僕は思います。過去の戦争で犠牲
になった全ての人の思いを受けついで、誰とでも手
を取り肩を組み、協力し合わなければなりません。

僕は広島で学んだ原爆の恐怖に大きなショックを
受けました。しかしそれ以上に、今平和な生活がで
きるありがたみを感じました。

広島が伝えたもの

西中学校３年生

石
いし

川
かわ

 万
ま

葉
は

さん

被爆者と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか。
1945 年８月６日、原子爆弾が広島に落とされま

した。それは強力、巨大なもので爆風は巨大竜巻の
２倍もあり、一瞬で辺りは黒くなり火の海となりま
した。

今回私たちは、平和と戦争について学習をするた
めに、戦争の被害が最も大きかった広島を訪問しま
した。そこで、一番心に残ったことは、後障害の
方々のお話しでした。後障害とは、被爆してすぐに
症状が出るのではなく、被爆してから何十年後に出
る症状のことで、代表的なものはガンや白血病など
があります。私は今まで被爆者とは被爆した瞬間に
体が溶け皮膚が垂れ下がった人や、全身やけどした
人やガラスが刺さった人のイメージしかありません

でした。しかし、今回広島平和記念資料館や３歳の
ときに被爆した飯田國彦さんのお話しを聞き、被爆
者とは外見だけ、目に見えるものだけではなく、い
つまで経っても症状が治らない、終わらない人もい
るということを初めて知りました。そして、現在も
病に苦しみ、深い心の傷がいまだに治らない人がた
くさんいることがわかりました。

終戦から 71 年、広島への原子爆弾投下に意味は
あったのでしょうか。日本にとっては原爆、戦争の恐
ろしさを自覚し、平和の大切さを考えるきっかけと
なり、世界も同じように原爆の恐怖を実感したはず
です。しかし現在、世界で核兵器を所持している国
は８か国もあります。さらに、核兵器の恐ろしさを
あまりわからずに所持している国もあり、私はなぜ
知らないで所持しているのかおかしいと感じていま
す。核兵器は二度と使用してはならない。使用する
ことでどれだけの犠牲者が出るのか、それで自国の
平和を守れるのか。もっと世界のたくさんの人々に
核の恐ろしさと平和の大切さを理解してほしいです。
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中学生派遣事業　～「平和」とは何だろう～
広島を訪れた中学生の作文を紹介します。



平和な世界を…

東中学校２年生

鈴
すず

木
き

 孝
たか

弘
ひろ

さん

この世の中には戦争によって、たくさんの人々が
亡くなりました。

そして今でも世界では、まだ、戦争をしている国
が多くあり、ニュースなどで「何人死亡」「何百人
が重傷」などと聞くときがあります。私は、そのた
びに、何故戦争をするのだろう、人を傷付けあっ
たっていいことないじゃないか、と思うのです。

私は、実際に戦争ですごい被害を受けた広島県に
行ってきました。そこで戦争は、一気に何千万人の
命を奪い、５年先へも 10 年先へも、影響をあたえ、
すべての人の心に大きい傷を負わせてしまうという
ことを学びました。さらに、今の首脳は 20％から
30％しか戦争のことを知らずに、平和の事で話し
合っているという事も知りました。なので、まずは

私たちから戦争のひどさ平和のよさを広めていこう
と思います。

さらに、より平和な世界を作るためには、イジメ
をなくす必要があると思います。私は、イジメも戦
争も、同じようなものだと思っています。イジメも
戦争も、命を奪い、人の心に大きな傷を負わせてし
まうからです。イジメは、やってもなんにもいいこ
とがありません。イジメる方もイジメられてしまう
方も、両方いやな気持ちになります。なので、まず
は、私たちでイジメをなくしてそれから、戦争のひ
どさ、平和のよさを広めていきたいと思います。そ
うすれば、イジメのない、戦争もない、だれもが笑っ
ていられる、平和な世界を作れると私は思います。

平和のためにすべきこと

東中学校２年生

清
し

水
みず

 小
こ

雪
ゆき

さん

私が被爆者の方から聞いた言葉は、今までに聞い
たことがないものでいっぱいだった。「足が壊

え し
死し

ていた。」「目が飛び出ていた。」など、たくさんの
人が原爆で苦しんだことが想像できた。私は、被爆
者の方のお話を聞き、今までの戦争、平和に対する
考え方が甘かったことを知った。

平和とは何か。そして今私達は平和な世界の中で
生きているのか。広島の研修を終えた後、私は自分
自身に問いかけた。私は、まず平和のことを考えた。
私の答えは、「この地球上の人々全員が争いなどに
おびえず安心して暮らせる」ことだと思った。なぜ
なら、私は日々の中で時折、（平和だなぁ…。）と思
うことがある。その時は決まって、学校で良いこと
があった時などだ。だから、自分の心が楽になり、

安心して暮らしている時だ。しかし、現代の世界で
は、紛争やテロが相次いでいる。これらの周りで暮
らす人は、決して安心して生活ができているとは言
えないだろう。毎日不安で、いつ自分が死んでしま
うのか分からない状態では、平和とは言えない。

今、私は安心して暮らせている。その一方で、安
心して暮らせていない人達が何人もいるのだ。こう
して私の考えから平和を考えると、世界平和は程遠
いのではないかと思う。だが、それではだめだ。こ
れからどう動くかでこの世界は変わっていくはずだ。
たがいを認め、人の話をよく聞き、話し合う。そん
な誰にでもできる小さな心がけで、紛争やテロ、核
兵器がなくなることでさえ、夢ではなくなるはずだ。
地球上の人々全員が、安心して暮らせるようになる
には、地球上の人々全員が心がけなければならない
ことがある。私はいろんな人達に、大切なものを守
るためにどうしたらいいのか、考え、気付いてほし
いと思う。
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中学生派遣事業　～「平和」とは何だろう～



平和への祈りを込めて

富岡中学校２年生

中
なか

野
の

 翔
しょう

哉
や

さん

僕は、広島に行ったのは初めてでした。平和につ
いてしっかりと考えられた機会になりました。

原爆ドームを初めて生で見た時、胸が重くなりま
した。被爆して焼けてしまった黒いこげ、デコボコ
になった鉄筋コンクリート。原爆ドームは戦争の悲
惨さを伝え、平和について問いかけているようでし
た。取り壊しをしていたらこの悲惨さを誰が伝えて
いたのかを考えると、原爆ドームは永遠に残すべき
世界遺産だと思います。

平和資料館には、見てつらくなるもの、グロテス
クな物はたくさんありました。しかし、見てつらく
なるものを見ることによって、被爆した当時の様子
が分かると思います。被爆した物はどれも黒くて、
本当に大きな被害を受けたのだとこの肌で実感しま

した。
平和記念公園外にもたくさんの平和資料館があり、

その中でも、大きな被害を受けた本川小学校へ行き、
当時の学校のことについて見たり聞いたりしました。
同じ年代の人が被爆しているので、僕たちが生きて
いられるのは当たり前のことではないと思いました。

広島の平和記念公園を訪れていない人が、同じ日
本人でも多くいます。広島の原爆の詳しい所まで知
らないで生きている人がいます。核兵器は未だにな
くなりません。いじめ、差別がなくなりません。原
爆のことを世界中の人がよく知って、よい世界を築
き上げられるようにしなければいけないと思います。

平和の灯にこめられた思いがかない、核兵器が世
界から無くなる日はいつになるのか世界中の人が考
え実行していかないと世界平和になれないと思いま
す。みんな違ってみんないいと思います。命を授かっ
た以上は、生きなければならない。１人１人を大切
にして一緒に生きていかなければならないと思いま
す。平和の灯を消さないように祈り続けたいです。

meaning

富岡中学校２年生

田
た

代
しろ

 乙
おと

葉
は

さん

人が行うこと、人工的に造られた物には意味があ
る。「平和の灯」の手の形にも意味があるという。
この手の形なら何もすることができない。言い換え
ると、他国に手を出すこと、それができなくなる。
手の形からも平和を願う気持ちが伝わってくる。「平
和の鐘」には、他国との壁をなくそうという願いがあ
る。鐘に描かれた世界地図には国境がない。これには、
国々に分かれていなければ対立もない、という理想
が込められていると思う。その他にも、原爆の子の
像のモデルとなった佐々木禎子さんは、自分の病気
が治ると信じ、千羽の鶴を折った。心が折れないよ
う、祈りを込めて、鶴を折り続けたのだと私は思う。

私たちは被爆者の方のお話もお聞きすることがで
きた。後遺症を持ち、いじめられた過去ももった方

だ。本当は被爆者だということも、当時のことも話
したくないだろう。原爆ドームも悲しみがよみがえる
ため撤去をしようとも考えた。それらを話してくだ
さったこと、残してくださったことは、私たち、そし
て次の世代へと平和の大切さを伝えていくため……。

私たちの知っている被害は、爆心地から少し離れ
た所。もっと近い所では、叫ぶ間もなく白骨化され
たという事実もある。助かった人の方が辛い思いを
している現実もある。

平和とは、争うことがなく、世界中の誰もがおだ
やかでいること。裾野市が平和都市宣言をしたと共
に、私たち中学生を広島へ平和学習のために派遣し
てくださった意味は、戦争の悲惨さを忘れたら、きっ
とまた過ちを繰り返してしまうから。私たち若い世
代が平和の大切さを後世に伝えていく必要がある。
私は、原爆について、今まで何も知識がなかった。
しかし、この研修を通して多くのことを感じ学んだ。
今までの私のように原爆のことを知らなかった人に
も、知ってもらいたい。
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広島を訪れた中学生の作文を紹介します。



広島を視察して

深良中学校２年生

石
いし

川
かわ

 裕
ゆう

介
すけ

さん

僕は５年前に、家族で原爆ドームに行きました。
まだ小さかった僕は、親から説明を受けたものの、
戦争や原爆について、あまり理解できずにいました。

小６から社会で歴史を学ぶことが増え、戦争や平
和について、考えることが多くなりました。

今年、裾野市でこのような企画があることを知り、
現地に赴き、戦争について、原爆について考え、平
和について学び、僕にできること、したいことは何
かを考える機会になればと思いました。

爆心地に一番近い本川小学校の資料館や、平和記
念公園、原爆資料館で、多くの写真や当時のつめ跡
を見てきました。原爆の悲惨さに驚きました。

原爆を体験した方の話では、当時の悲惨な様子を
伺うことができました。家族との別れ、ご本人も下

痢や頭痛など、つらい思いをしながらも、中学では、
学年トップになるなど、がんばり続けてこられたお
姿を拝見し、心折れずにがんばることの大切さを実
感しました。

私の周りには、戦争を知らない人がたくさんいま
す。今回学んだことを、きちんと、中学校のみんな
に伝えていきます。

そして、平和について考える意識づくりができる
といいなと思います。もし、学校内でいろいろな問
題があるならば、それは平和といえないと思います。
身近な平和について、みんなで考えていくことも大
切だと思います。

今回、一緒に参加したみんなとは、心を通わせる
ことができました。これからも、語り合う機会が持
てるとうれしいです。

三日間、考える場を与えていただき、ありがとう
ございました。

戦争からの日本

深良中学校２年生

増
ます

田
だ

 琉
りゅう

希
き

さん

広島は、今から 71 年前、午前８時 15 分に原爆
が落とされた広島は、重大な被害にあいました。広
島の国民、その時広島にいた人々の多くの命が失わ
れました。現在、今の日本は、戦争もなく平和です。
でも、日本は、その戦争の悲劇を、忘れようとして
います。ぼくは、それが許せません。ぼくは、広島
に行き戦争の恐ろしさを目で見て、その時から、戦
争というものの感じ方が変わりました。最初は、自
分たちには、関係ないと思っている人のほうが、今
の日本の 100％のうち、80％を占めていると思い
ました。ぼくも広島に行くまでは、その 80％に入っ
ていました。だけど今思うとぼくは、今の日本は、
汚いと思いました。なぜかというと戦争の中で命を
つくしてまでも戦いにいった人々は、今までは、ば

かにされ、逆にぼくは、そういうばかにする人がこ
の日本を背負って行けるのか、ぼくは問題だと思い
ました。人間は、感情で体が動きます。でもその感
情のせいで人が命をなくします。それが悲しいです。
人は、助け合いながら生きていく動物なのにできて
いません。それよりか戦争後よりひどくなっていま
す。

少し話題を変えますが、にくい人をすぐ殺そうと
する人は、どう思って殺しているのでしょうか。も
しそれが感情ならばその人はただ感情に支配される
ロボットです。でも戦争で戦いに行った人々は、普
通に人を殺すのは、あたりまえです。でもその戦争
の戦いで人を殺したあと全体に罪悪感がでるはずで
す。その殺された人も家族を持っているはずです。
でも生きるために人を殺すのが戦争です。最後に国
は、１人の手では、良くなりません。でも国民みん
なが力を合わせて国にたいこうすればきっといい国
がつくれると思います。
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平和学習に行き感じたこと

須山中学校２年生

飯
いい

塚
づか

　厚
あつし

さん

先日、オバマ大統領が広島を訪れました。そこで
は、「核兵器のない世界」という題でスピーチを行
いました。

今回僕は広島に行き、平和の大切さ、戦争の怖さ、
核兵器はどれだけ恐ろしいのかを改めて知ることが
できました。

まず、平和記念公園で見た原爆死没者慰霊碑には、
「安らかに眠って下さい　過ちは繰り返しませぬか
ら」という文字が刻まれていました。この文の主語
は、全人類に適用されるのだとガイドさんから教え
てもらいました。絶対に繰り返してはいけない核兵
器について心から恐ろしさを感じました。そして、
平和記念公園には折り鶴がたくさんありました。折
り鶴は平和の象徴と言われています。当時２歳で被

爆した佐々木禎子さんが、折り鶴を折れば元気にな
るという意味で折り鶴は平和の象徴とされたそうで
す。そのため僕も今回、広島で平和の折り鶴を作っ
て、平和への願いを込めました。

以前、平和記念公園にマザーテレサが訪れたそう
です。マザーテレサは原爆ぎせい者の上を土足で歩
くことはできないと、はだしで歩いたそうです。僕
は外国の人が自分の国のことのように世界全体の平
和を考えていることにおどろきました。

今回の広島への平和学習で学んだことを同級生た
ちに積極的に伝えたいと思いました。３歳のときに
被爆した飯田さんはあらゆる国の文化、宗教、環境
を大切にし、人々を尊重するという話をしてくれま
した。僕はこの言葉を聞き、平和に対する自分自身
の意見をしっかり持つことが大切だと思いました。
この世の中から、核兵器がなくなること、世界が永
久に平和であることを祈ります。

平和な世界を目指して

須山中学校２年生

島
しま

崎
ざき

 紗
さ

羅
ら

さん

私は７月の 27 日から 29 日まで、裾野市の広島
市派遣事業で広島へ行き、たくさんの貴重な体験を
させていただきました。その中で私が今の世界を目
指すために必要だと思うお話がありました。

一つ目は本川小学校に原文があり、平和記念公園
の原爆死没者慰霊碑に彫られている、「安らかに眠っ
て下さい　過ちは繰返しませぬから」という言葉で
す。ガイドの方が、「『過ちは繰返しませぬから』と
いう言葉には、主語がない。私でもあなたでも誰か
でもない。」とお話してくださいました。私はこの
お話を聞いて、なんで主語がないんだろうと考えま
した。正解かどうかは分からないけど私は主語にな
るのは、この地球で今を生きているすべての人だと
思います。何故ならば、このお話は今を生きている

私たちが過ちを繰り返さないために次の世代へ語り
継いでゆくためだと思うからです。

二つ目は、被爆者の飯田さんのお話です。飯田さ
んは、今私たちがやるべきことを教えてくださいま
した。
　「広島原爆の被害をよく見て友達や知り合いに伝
えること。あらゆる暴力、攻撃、戦争に反対するこ
と。身近な人達との繋がり、絆を大切にすること。
あらゆる国の文化、宗教、環境を大切にし、人々を
尊重すること。人の話をよく聞き、話し合い、外国
の人とも互いに尊重し交流し友達になること。」

私は飯田さんのこの言葉をいつも心にとめておき
たいです。

今世界には約 15,700 発の原爆があり、そのどれ
もが広島原爆よりもはるかに巨大で強力だそうです。
これが今の世界で、事故であれ故意であれ爆発した
ら平和から程遠い世界になると思います。このお話
をたくさんの人に広めて平和な世界を目指していき
たいです。

※中学生のみずみずしい感性を生かすため、原文を掲載しました。
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広島を訪れた中学生の作文を紹介します。



来年度の保育園（公立・私立）の入園児を募集します。申込期間は、
10月 17 日㈪から 31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

入園申込書の配布と受付

申込書の配布開始／ 10 月 11 日㈫
申込受付期間／ 10 月 17 日㈪～ 31 日㈪
　８時 30 分～ 17 時 15 分　※㈯・㈰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
●妊娠している、出産する（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
●その他、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。

入園申し込みの対象者

　平成 29 年４月～平成 30 年 3 月の間に入園を希望
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。
　今年度入園を申し込み、入園待ちの方で、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。保育園や児童の年齢
によって募集人数が異なります。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。

保育料は市民税額に応じて決定

　基本的には、両親の市民税額の合計で決定します。
４月～８月は前年度、９月～３月は当年度の市民税額
に応じます。児童の年齢によっても異なります。

入園申し込み後、面接を実施

　入園申し込みをした方は、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
富岳キッズ
センターあい 11月11日㈮

　9:30～11:00 　45 人

富岳南保育園 13:30～15:30 120 人
深良保育園 11月14日㈪ 　9:30～11:30 　90 人
西保育園

11月16日㈬
　9:30～11:30 120 人

富岳台保育園 13:30～15:30 　90 人
東保育園

11月18日㈮
　9:30～11:30 120 人

富岡保育園 13:30～15:30 120 人
さくら保育園

11月22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25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。
●御宿台保育園は、平成 30 年度から指定管理者によ

る運営となります。
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平成 29年度　保育園入園児を募集
受付期間：10/17 ㈪～ 10/31 ㈪



子育て中のママによる、子育て中のママのための講座「ママチャレ！」
を開催します。ママ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。

NPO 法人メープル
965-3680

親子体操＆ハロウィーンイベント

パパも参加できる親子体操やハロウィーンイベント
を開催します。
●体操から学ぶパパの子育て術

① 10 時 10 分～ 10 時 50 分、② 11 時 10 分～ 11
時 50 分
①未就園児とパパ、②未就学児とパパ

講師／おひさまキッズ
●ミニにこにこキャラバン

市主任児童委員が歌やダンスを行います。
12 時 15 分～ 12 時 45 分

●ハロウィーンで楽しむ仮装パーティー
　ダンス、ハロウィーンリング、仮装パレードを行い
ます。参加した子どもにはプレゼントがあります。

13 時～ 14 時 15 分
100 組　※当日 11 時～
整理券を配布します。

講師／インミュージッシュ
　（長谷川先生、金𥔎先生）
●マスコットキャラクター
と写真を撮ろう
14 時 30 分～ 15 時

親子料理教室

　台湾出身のママによる親子料理教室を行います。台
湾屋台風料理の杏仁凍（杏仁豆腐）と潤

るん
餅
ぴん

（揚げない
春巻き）を作ります。

10 時 30 分～ 12 時 30 分
年長から小学生までの児童と保護者
10 組（先着順）

講師／呂
ろ

曉
ぎょう

雁
がん

さん
NPO 法人メープルに電話でお申し込みください。

とき／ 10 月 15 日㈯　10 時～ 15 時
ところ／市民文化センター　多目的ホール他

ハンドメイド雑貨・ワークショップ・フリマ

　ママたちの手作り品
の販売やワークショッ
プを行います。今回は
ブースの規模が大きく
なりました！

すそのんとペコちゃんのお部屋で記念撮影会

　ママチャレ！のバルーン講座受講生
が会場を装飾します。ハロウィーンの
仮装をしたすそのんやペコちゃんと写
真を撮ることができます。カメラをお
持ちください。

絵本ライブ＆パジック

　音楽に合わせて絵本の読み聞かせや、パパでもでき
るマジック「パジック」を行います。

プレママ交流会

13 時 30 分～ 15 時　※受付▶ 13 時～
これから親になる方、０歳児とその保護者
助産師さんの話、赤ちゃん抱っこ体験、先輩パパ・
ママとの交流、おもちゃ作りなど
10 月７日㈮
託児があります。申し込み時にお伝えください。

健康推進課　992-5711

その他

●飲食コーナー
　※なくなり次第終了
●子育てアプリ紹介コーナー
●射的コーナー
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すその発　ママチャレ！を開催
ハロウィーンイベント！　仮装して来てね！



市役所では、今までの仕事環境を見直し、市の顔であ
る本庁舎を徹底的に改善しています。市職員の『仕事の
質向上』を図り、さらなる市民サービス向上を目指しま
す。本庁舎内が変わり始めています。

行政経営監
995-1842

まずは整理・整頓から
見た目はすっきり。仕事の効率もアップ！

　カウンターや棚、床に書類や備品などを置かないよ
うにし、必要なものを必要なときに必要なだけ取り出
せるように整理・整頓します。
　職場を分断するキャビネットや、その上に積まれた
物をなくし、見通しを良くすることで、課と課の間の
壁をなくし連携しやすくします。また、床に置いてあ
るものをなくすことで、動線を確保し、無駄な動きを
しないようにしていきます。

▲隣の部署や窓口も見渡せるようになり、来庁者の動
きをより察知できるようになりました。見通しが良
くなることで、受付も迅速にできるようになってい
ます。

▲床置きされていたものを、使用頻度などを考慮して
整理・整頓し、通路を確保しました。

▲机の上のものを片付け、すっきりしました。
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仕事の質を向上中
終わりのない改善にチャレンジ



改善は職員の手で

　アイデアを出し合い、試行錯誤しながら職員自らの
手でレイアウト変更などの改善をしています。職員か
らは「消耗品や備品の置き場を他部署と共有し、スペー
スの確保ができないか」「机を移動させると、車椅子
の方が通れるようになる」などの意見が出て、実行に
移しています。

▲業務終了後に職員が協力し合って作業しました。

レイアウト変更で通りやすく

　レイアウト変更を行い、仕事のやり方も変えていき
ます。市民の皆さんのためのスペースを確保し、受付
場所を集約するなどして、車いすやベビーカーで来庁
する方も通りやすくするなど、来庁者の動線を分かり
やすくします。

▲税務関係部署の受付カウンターをずらし、入り口か
ら入ってきた来庁者の動線を分かりやすくしました。

▲本棚などでふさがれていた場所を通ることができる
ようにしました。

職員から出たアイデア

・OA 機器を集約したり、機能を統合したりする
とスペースが確保できるし、費用も節約できます。

・パンフレットスタンドが場所をとっているし、
乱雑に置かれていて見栄えが悪いです。撤去し
て、必要に応じて職員が手渡しすると、コミュ
ニケーションも図れます。

・課長同士の席を近づけると、業務の連携がしや
すくなります。

今後の展開

　現在は１階全域を対象に順次進めています。今後は
２階、３階に活動を拡大していきます。
　改善に終わりはありません。仕事の質を向上させる
ため常に変化していきます。市民サービス向上のため
の変更作業ですが、作業中には市民の皆さんにご不便
をおかけします。ご理解とご協力をお願いします。
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今月の写真

Photograph ８月

今月の一枚 This month's best shot

女子セブンズ日本選抜候補が合宿

夜の富士山資料館で新たな発見� ８月20日日韓交流10周年を伝統楽器で祝う� ８月20日

女子セブンズ日本選抜候補が 8 月 23 日㈫～ 26 日㈮の間、運動
公園などで合宿を行いました。アジアラグビーセブンズシリーズに
向けた合宿で、15 人の若いメンバーが参加。髙村市長が「裾野市
の水」と「すそのんサンバイザー」を持って激励訪問しました。

ナイトミュージアム in 富士山資料館を行いました。クイズラリー
をしながら昼間と違う館内を探検。懐中電灯で館内を照らして、夜
の富士山資料館を観察しました。その後、講師の秋山万喜夫さんの
指導を受けながら、夏の星座を観察しました。

海外友好協会の主催による 10 周年記念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。カヤグム（琴）やテ
グン（尺八）などの伝統楽器を演奏し、10 年間の交流を祝い、日
韓交流の固い絆を再確認しました。

撮影／運動公園
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Photograph 2016.8

サプライズ！黒板アート� ８月26日ドラッグストアと災害時に支援協力� ８月22日

夏休みが終わり、新学期の始まりに合わせ、東小学校で黒板アー
トのサプライズがありました。近隣の高校生や保護者などの協力に
よって、夏休み中に子どもたちに内緒で企画・製作されました。登
校した児童たちは「わー、すごい！」と感激していました。

市内にあるドラッグストアと「災害時における支援協力に関する
協定」を結びました。締結先は㈱ＣＦＳコーポレーションと㈱クリ
エイトエス・ディー。協力店舗は４店舗。大規模災害時に、救護所
の運営や応急処置に必要な物資の円滑な供給が期待されます。

バスケ日本代表の技術を学ぶ� ８月28日 大規模災害時の医療救護を確認� ８月28日

市民体育館のリニューアルオープンと市バスケットボール協会設
立 40 周年を記念して、バスケットフェステバルが行われました。
３×３男子日本代表アドバイザリーコーチの岡田卓也さんを講師に
招いて技術指導が行われ、70 人の青少年が参加しました。

防災の日を前に、医療救護対策調整所訓練を福祉保健会館で行い
ました。医師会や歯科医師会、薬剤師会、赤十字病院、警察、消防、
自衛隊、県、市の関係者約 60 人が参加。ロールプレイングによる
訓練や救護所用医薬品の点検を通じ、問題点を出し合いました。

世界遺産富士山を美しく� ８月27日 理想の未来を語り合う� ８月27日

夏山シーズンの終わりに水ケ塚公園周辺で富士山一斉清掃が行わ
れました。当市からも観光協会や森林組合の会員など約 30 人が参
加。富士山スカイラインと休養林内のごみを拾いました。沿線の茂
みに投げ捨てられたごみなど軽トラック１台分を回収しました。

市民文化センターで「市みらい会議」を開催しました。会議の 
テーマは「みんなで創る総合計画」。県立裾野高校の生徒 11 人を
含む延べ 116 人がグループワークに参加しました。10 年後の市
の理想の未来について、語り合いました。
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インフォメーション

Information

学校開放調整会議

11 月から 12 月までに学校体
育施設を使用する場合は、必ずこ
の会議に出席してください。

地区 と　き ところ
須山 10月４日㈫ 須山コミセン
東 10月５日㈬

生涯学習
センター

深良 10月７日㈮
西 10月12日㈬
富岡 10月13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
へお越しください。

10 月７日㈮ 　13 時 30 分～
15 時

市民文化センター 31 会議室
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

平成 29年度就学児童
(新一年生 )の健康診断

　対象の方には事前にはがきでお
知らせします。転入してきた方や
通知のない方はご連絡ください。

と　き 対象学校

10月６日㈭ 東小、深良小、富岡
第一小、富岡第二小

10月13日㈭
西小、南小、向田
小、千福が丘小、
須山小

時間はいずれも 13 時 30 分～
市民文化センター
平成 29 年度に小学校に入学す
る児童
学校教育課　995-1838

児童・生徒アイデア展
発明くふう部門

市内の小・中学校の児童・生徒
が作った、発想力豊かなアイデア
作品を展示します。

９月 29 日㈭～ 10 月 14 日㈮
８時 30 分～ 21 時
※最終日のみ 16 時まで
生涯学習センター展示ホール
生涯学習課　992-3800

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
て合同説明会と個別相談会を行い
ます。

10 月５日㈬　19 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
御殿場高校　0550-82-0111

　㈶自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事
業として、宝くじの受託事業収入を財源にコミュニ
ティ事業の助成を行っています。助成を希望する区や
自主防災会の方は、ご相談ください。内容で申込先が
異なります。

一般コミュニティ助成事業
区
市民課地区振興係　995-1874

地域防災組織育成事業
自主防災会
危機管理課　995-1817

コミュニティ助成事業

一般コミュニティ助成事業
平松大区

区民や使用団体の活
動拠点となる公民館に
必要な空調設備と会議
机を整備しました。

地域防災組織育成事業
原区自主防災会

災害時に円滑な情報
伝達を行うための携帯
トランシーバー 20 台
を整備しました。

この助成事業でそれぞれ整備されました。

トランシーバー

空調設備▶

▼会議机
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

地区サロンに
ハートサロン（千福が丘）追加

ハートサロン（千福が丘）が追
加になりました。

毎週㈮、㈯　10 時～ 17 時 
個人宅
千福が丘区民の方
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
が送れるようにします。
介護保険課　995-1821

　社会福祉協議会　992-5750

駿東地域職業訓練
センター 10月講座

●特別教育・安全衛生教育▶刈
払機取扱作業者安全衛生教育、
アーク溶接、足場の組立て等作
業従事者特別教育（短縮講習）
●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）●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・
エクセル基礎、ワード・エクセ
ル活用、夜間アクセス基礎、夜
間パソコン入門、夜間ワード・
エクセル基礎、夜間ワード・エ
クセル活用●カルチャーコース
▶フラワーアレンジメント、手
作り木綿ぞうり教室、アロマ教
室、絵画教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

御殿場線沿線
写真コンテスト

御殿場線の利活用を推進するた
め、御殿場線沿線市町で構成され
る「御殿場線利活用推進協議会」
で写真コンテストを開催します。
応募テーマ／●沿線の自然・風景・

祭事などが題材の作品●御殿場
線が走る風景や魅力が伝わる作
品
応募シートに必要事項を記入し、
作品と一緒に御殿場線利活用推
進協議会へ電子メールで提出し
てください。　※郵送でも提出
できます。写真は、CD-R など
にデータを入れるか 2L 版で印

刷し、提出してください。
平成 29 年１月 31 日㈫　※当
日消印有効
作品の規格や注意事項は、御殿
場線利用活用推進協議会ウェブ
サイトをご覧ください。

賞／各部門で優秀作品を１点選出
し、5,000 円分の商品券を贈呈
します。
御殿場線利活用推進協議会（御
殿場市企画課）0550-82-4421

　〒 421-8601 御殿場市萩原 483
kikaku@city.gotemba.shizu

oka.jp
http://www.got

e m b a s e n . n e t /
info/2612.html

第４次市総合計画の後期基本
計画を策定します。

策定に向けて、市総合計画審
議会での議論や、市民の方々と
の対話の機会「市みらい会議」、
各種団体との対話の機会「出張
みらい会議」などを通じ、内容
を検討してきました。市民の皆
さんから第４次市総合計画 後
期基本計画 骨子案に関する意
見を募集します。
公表場所／企画政策課、市役所・

各支所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 から
提出するか、公表場所にある

「第４次市総合計画 後期基本計画 
骨子案」への意見を募集

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。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・ファクス・電子メー

ル可
10 月 11 日㈫ 
企画政策課　995-1804

　〒 410-1192 佐野 1059
995-1861
kikaku@city.susono.shizu

oka.jp
http://www.

city.susono.shi
zuoka.jp/sous
ei/soukei.htm

15
2016.9.15



インフォメーション

Information

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

とき ところ

10月５日㈬
県精神保健福祉
センター（静岡市
駿河区有明町）

10月19日㈬
東部健康福祉

センター（沼津市
高島本町）

時間はいずれも 13 時～ 16 時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

市衛生処理料金審議会委員

し尿汲み取り料金は３年をめど
に料金の改定を行っています。し
尿汲み取り料金をより適正化する
ため、衛生処理料金審議会委員を
募集します。

市内に住んでいる方
　※下水道利用者を除く

若干名
任期／諮問事項の審議終了まで

生活環境課にある応募用紙に必
要事項を記入し、本人が直接提
出してください。
９月 30 日㈮
生活環境課　995-1816

コグニサイズ講習会

認知症予防のための脳活性化運
動「コグニサイズ」の実践講習会
を行います。

10 月 17 日㈪　14 時～ 15 時
30 分
市民体育館アリーナ
市に住民登録がある 65 歳以上
の方
100 人（先着順）
飲み物、タオル、上履き、動き
やすい服装
９月 16 日㈮～ 10 月 13 日㈭
生涯学習センターでも 11 月
30 日㈬に開催
介護保険課　995-1821

市合同就職面接会
参加事業所

11 月９日㈬に開催する市合同
就職面接会への参加事業所を募集
します。

11 月 ９ 日 ㈬　13 時 30 分 ～
15 時 30 分
市民文化センター多目的ホール
対象求人の就職場所が市内また
は市内から通勤ができる求人事
業所で、ハローワークへ求人の
申し込みをしている事業所

　※ハローワークへは参加申込後
の求人提出可
約 30 事業所（先着順）

商工観光課またはハローワーク
沼津にある参加申込書に必要事
項を記入し、ハローワーク沼津
事業所部門へ提出してください。
※郵送・ファクス可
10 月３日㈪～ 21 日㈮
商工観光課　995-1857

　ハローワーク沼津事業所部門
　931-0143

933-8403
　〒 410-0831
　沼津市市場町９- １

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 27 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
10 月 13 日㈭
国保年金課　995-1813

中小企業相談（Suso-biz）

どなたでも相談できます。
毎週㈮　11 時～ 19 時
市役所車庫棟２階会議室
１日７組程度

相談員／白井昭義さん、神南臣之
輔さん、川口直志さん、金子綾
さん
Suso-biz　943-7867
商工観光課　995-1857
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お知らせ

10 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯
㈲北住設機器
☎993-1250

２日㈰
㈱小島屋商会
☎998-0019

８日㈯
高橋設備
☎993-1336

９日㈰
㈱中川商店
☎993-1555

10日㈪
山崎設備
☎997-6766

15日㈯
パイピング横山
☎992-3329

16日㈰
㈲富士設備
☎997-1507

22日㈯
㈲M・Kアクアサービス

☎992-6599

23日㈰
小川設備工事店
☎993-2074

29日㈯
㈲杉山産業
☎992-1131

30日㈰
田央設備㈲
☎997-5175

データバンク
９月１日現在

12日㈬ 市長表彰式

15日㈯ ママチャレ！

22日㈯～
23日㈰

市民のふれあいフェスタ
すその・消費生活展

10 月　カレンダー

人　口　52,754人� （−５人）
　男　　26,817人� （−13人）
　女　　25,937人� （+８人）
世　帯　21,531世帯�（−13世帯）
内、外国人� 688人�376世帯

10 月　税金・料金
納付期限：10 月 31 日㈪

市県民税� 第３期分

国民健康保険税� 第４期分

介護保険料� 第４期分

後期高齢者医療保険料� 第３期分

水道料・下水道使用料� 第４期分

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。

10 月４日、18 日の火曜日
　13 時～ 16 時（１回 45 分間）

県精神保健福祉センター
　（静岡市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

歯から始まる健康ライフ
講座受講者

8020 運動を啓発・普及する
「8020 推進員」を養成する講座
です。

10 月 26 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 
９月 20 日㈫～ 10 月 19 日㈬
すその健康マイレージ対象事業
健康推進課　992-5711

囲碁入門・初心者教室
(秋季講座 )

子どもから大人まで、みんなで
囲碁を楽しみます。

10 月１日・８日・15 日・22 日・
29 日の土曜日
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

25 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
て申し込みください。
９月 18 日㈰９時～９ 月 25 日
㈰ 21 時
東西公民館　992-6677
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今月の救急協力医

10月前期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

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 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

２㈰

森医院 966-2017 石川 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

つかだ医院 983-1577 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

新井内科
クリニック 992-0811 久根 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田

３㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 香貫医院 931-2465 本郷町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

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

５㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

７㈮ 今井医院 921-3211 五月町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

８㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

９㈰

あめみや内科 935-1159 吉田町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

かとう内科医院 946-5562 大岡 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

10 ㈪

きせがわ病院 952-8600 大岡 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

山谷内科医院 966-5333 青野 西村医院 971-6510 下土狩

込宮クリニック 992-8686 茶畑 込宮クリニック 992-8686 茶畑
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10 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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

しおみ歯科医院
992-0202 平松　

９㈰ 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　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ベルの木歯科
992-7777 深良　

10 ㈪ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

聖隷沼津病院
952-1000 松下　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

鈴木歯科医院
993-5151 平松　

日 内 科 外 科 小児科

11 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

12 ㈬ 旭医院 966-0031 原 頴川医院 921-5148 高島
　本町

まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈭ きくちクリニック 989-5788 桜堤 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

14 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 星野医院 962-0782 山王台

15 ㈯ 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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●月刊「小説」
著：松波太郎　河出書房新社

●スタフ　staph
著：道尾秀介　文藝春秋

●美しい距離
著：山崎ナオコーラ　文藝春秋

●すごろく巡礼　代書屋ミクラ
著：松崎有理　光文社

●トットちゃんとソウくんの戦争
著：黒柳哲子・田原総一朗　講談社

●キノコのカミサマ
作：花形みつる　絵：鈴木裕之　金の星社

●君の話をきかせてアーメル
作：ニキ・コーンウェル　訳：渋谷弘子　文研出版（文研じゅべにーる）

●絵本眠れなくなる宇宙のはなし
作：佐藤勝彦　絵：長崎訓子　講談社（講談社の創作絵本）

●たのしいひっこし
作：岡田よしたか　小学館（ぴっかぴかえほん）

●ゆびさきちゃんのだいぼうけん
著：いわいとしお　白泉社（コドモエのえほん）

●10月の行事予定
親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分～ 本館　展示室

おはなしの会
 １日㈯ 14時30分～ 本館　おはなしのへや
 ８日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなしの会
 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 本館　展示室
 26日㈬ 13時～16時 本館　展示室

●秋の読書週間映画会
と　　き／ 10 月 29 日㈯
　　　　　14 時～ 16 時　※開場▶ 13 時 45 分
と こ ろ／本館２階　視聴覚室
上映作品／超高速参勤交代
定　　員／ 50 人（先着順）
そ の 他／ 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。

新刊おすすめ本

一般書

児童書

伊東 悠
ゆう

利
り

くん
（２歳 11カ月・上町）

新井 友
ゆ

希
き

愛
あ

ちゃん
（３歳・久根）

勝又 唯
ゆ

衣
い

ちゃん
（３歳・新道）

長窪 まのあちゃん
（２歳 11カ月・堰原）

榊原 迪
みち

佳
か

ちゃん
（２歳 11カ月・公文名一）

10月の休館日 ３日㈪・11日㈫・17日㈪
24日㈪・27日㈭・31日㈪



すそのんへの投票は
こちらから

10月24日
投票終了

１日１票の投票をお願いします

No.1319

10.1
2016

うるおいすその
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

祝 100 歳長寿者市長訪問

いつまでもお元気で　９月 15 日
ゲートボールが趣味の勝又重夫さん 99 歳
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p06 ごみはルールを守って適正な処理を！



　海外友好協会では、小・中学生を姉妹都市オーストラリ
アのフランクストン市へ短期派遣しています。５回目とな
る今回は、８月９日㈫から 19 日㈮までの 11 日間、小学
生４人、中学生６人を派遣しました。
　子どもたちは、慣れない英語と、日本との文化の違いに
驚きながらも、かけがえのない体験をすることができまし
た。

秘書課
995-1800

　滞在中は、各家庭にホームステイしながら、デリン
ヤ小学校で体験入学。デリンヤ小学校では、子どもた
ちが気軽に日本語で挨拶をしてくれ、温かく私たちを
迎えてくれました。

11 日間のオーストラリア短期派遣を終えて、帰っ
てきた子どもたちの感想の一部を紹介します。
　「英語の文章はしゃ
べれなかったけれど、
少しの単語と動作と
表情で通じ合えまし
た。自分の思ったこ
とが通じるととても
うれしかったです」
　「英語力はまだまだなので、これからもっと力をつ
けたいと思います。オーストラリアへまた絶対に行き
たい！　と思っています」

デリンヤ小学校体験入学

ホームステイ体験を終えて
� それぞれの感想

ホストの 
子どもたちの
クラスに入り
一緒に授業を
体験！

現地の通貨の勉強をして
買い物体験

思い思いの感想を報告してくれました。

折り紙や日本のゲームを教えたり、浴衣を着て盆踊りを
披露したりして日本の文化も伝えてきました。

姉妹都市フランクストン市でホームステイ体験
小・中学生夏休み短期派遣事業

特集１
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市民文化センターを会場に「市民のふれあいフェスタすそ
の」と「消費生活展」を開催します。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、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。ご当地キャラクターも登場

します。消費生活展ではパネル展示や地場産品がもらえるク
イズラリーなどが行われます。

商工観光課
995-1857

2016 市民のふれあいフェスタすその

【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、

人形すくい、ご当地キャラクターイベント、ステー
ジイベントなど

●女性部によるエコキャップ回収運動
●すその餃子祭り
●鉄道模型の走行、富士山と

電車の写真展
●親子工作教室（23 日のみ）

第 35回消費生活展“くらしサンサンフェスタ”

【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。

●フリーマーケット
●クイズラリー▶先着で地場産品をプレゼント
●パネル展示

団体名 タイトル（内容）
市消費者団体協議会 消費者団体の１年

市消費生活研究会 100 均商品使ってみたら

ライフプラネット ウオータードリンクのひ・み・つ !?

沼津友の会裾野最寄 幼児の生活リズム

消費生活センター 悪質商法にご用心！！
─契約はよく考えて慎重に─

県地球温暖化防止活動
推進センター

家庭で！会社で！学校で！！
〝エコの約束″大募集

生活環境課 身近な「ごみ」について考えよう

市学校栄養士会 魚の旬と栄養について知ろう

明るい社会づくり運動
県裾野地区協議会 みんなと進めようリサイクル

NPO 法人里山会公文
名ファイブ 地域の宝、里山をこどもたちへ

㈶関東電気保安協会・
東京電力パワーグリッ
ド㈱静岡総支社

電気を正しく安全に

静岡ガス㈱東部お客さ
まグループ

家庭用燃料電池（エネファーム）の
ご紹介

と　き／10月22日㈯・23日㈰
　　　　10時～16時
　　　　※23日㈰は15時まで
ところ／市民文化センター

建設業組合の方の指導を受けて、ペン立てを
作ります。
とき／ 10 月 23 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／ 50 組（先着順）
持ち物／かなづち（お持ちの方）
申し込み／商工観光課へお申し込みください。

親子工作教室の参加者を募集！親子工作教室の参加者を募集！
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楽しもう！「すそのブランド」　秋のフェスタはハロウィーンで！
市民のふれあいフェスタすその、消費生活展を開催



行政に関する苦情、意見・要望の相談で、身近な“窓口”に
なるのが「行政相談制度」です。行政相談は、総務大臣から委
嘱されている行政相談委員が対応しています。相談は無料で、
秘密は固く守られます。

戦略広報課
995-1802

「行政相談」とは

毎日の暮らしの中で「手続きが分かりにくい」「ど
こに相談して良いか教えてほしい」など、役所の仕事
に関する苦情、意見・要望や行政に関して分からない
ことなどありませんか。そんなときに役に立つのが行
政相談です。行政相談は公平・中立の立場から、行政
に関する苦情や要望を受け付け、その解決や実現を促
進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕
組みです。

行政に関する
困りごとはありませんか？

行政相談に難しい
手続きは必要ありません

相談は無料です 相談者の秘密は
固く守ります

どうぞお気軽にご相談ください

どんなことが相談できるの？
～危ない、困った、不便だ、こうしてほしいなど～

相談は分野を問わず受け付けています。担当する行
政機関が分からない場合でも気軽にご相談ください。

行政分野 相談内容例

社会福祉
・未支給となっている児童手当を支給し

てほしい。
・生活保護支給額が前月より少ないこと

に納得できない。

医療保険
・勤務している会社が健康保険に加入し

ないので健康保険に加入するようにし
てほしい。

年金 ・年金の支給額が、同じような経歴の友
人より少ないことに納得できない。

雇用
・未払賃金を支払ってほしい。
・長時間労働を強いられている。労働時

間などの労働条件を改善してほしい。

道路 ・道路に危険箇所があるので早く改修し
てほしい。

生活保護 ・収入が少なく、生活が苦しいが、どう
したら良いか分からない。

窓口
サービス

・どこの窓口に申請して良いか教えてほ
しい。

・決定までの手続が遅いので早くしてほ
しい。

社会福祉 道路 保険・年金

鉄道・バス 郵便・貯金 行政窓口サービス

バス停

保険

受　付

受　付

国民年金
国保
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「行政相談」をご利用ください
公平・中立の立場で問題解決を目指します



当市の行政相談委員が対応した相談事例

●文化センターの
女子トイレ内に
オムツ交換台が
ないので設置し
てほしい。

●停止線の正面に
あ る カ ー ブ ミ
ラーが見にくい
ので直して欲し
い。

●河川の中にアシが生え、土砂も堆積しているた
め、増水時に河川の氾濫が心配である。

●市道の側溝に隙間があり、よそ見をして歩いて
いたら、つまずいてけがをした。

●市が管理する公園のトイレットペーパーがない
ときがある。

●横断歩道がなく道路を横断するときに危険な状
態。歩道を設置してほしい。

オムツ交換台設置 ミラー角度修正

河川のしゅんせつ

その他の事例

溝をコンクリートで修復

ところ／市役所 4 階会議室
その他／学校での「行政相談出前教室」や各種団

体と「行政相談懇談会」なども行います。
※ P ７お知らせもご覧ください。

湯山 貴志子さん
（御宿）

芹澤 隆伸さん
（茶畑）

市内には、２人の行政相談委員がいます。行政
とのパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さ
んから行政への要望などを聴き、アドバイスをし
たり、そこで明らかになった問題を関係する行政
機関へ通知したりします。市では、毎月、相談会
を行っています。
と　き／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・日曜日、祝日の場合はその直後

の平日

行政相談窓口
～市民と行政のパイプ役　行政相談委員～
行政相談窓口
～市民と行政のパイプ役　行政相談委員～
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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が、美観を害し、環境を悪化
させ、自然破壊を招きます。「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、きれい
な自然やまちを守っていきましょう。

生活環境課　 995-1816
美化センター　 992-3210

不法投棄は犯罪です

家庭ごみなどの不法投棄は周辺環境の悪化や近隣へ
の迷惑となります。家庭で出たごみは、各地区で定め
られた場所や指定された日に出しましょう。

他人の土地や道路、河川に捨てた場合は、懲役刑や
罰金が科される場合があります。市では不法投棄の予
防策として、不法投棄されやすい場所を中心に、定期
的にパトロールを実施しています。

不法投棄をされないように、普
段から草刈りや囲いをするなどし
て土地の管理を行いましょう。

市内の不法投棄は、年々減少傾向にありますが、毎
年 10 トン以上のごみが不法投棄され、回収されてい
ます。

当市の不法投棄回収量
25
t

20

15

10

5

0

通報による回収量 パトロールによる回収量
平成23年度 平成25年度平成24年度 平成26年度 平成27年度

21.31

10.27

11.04

17.25

9.89

7.36

13.8

9.69

4.11

12.58

9.1

3.48

10.96

8.29

2.67

不要な家電などの処分に
「無許可」の回収業者を利用しない

不要な家電や家庭ごみなどを収集するには、市の一
般廃棄物業許可や委託が必要です。無許可の回収業者
に引き渡しをすると、不法投棄、不適切な処理など正
しい処理がされない恐れがあるため利用しないでくだ
さい。

家庭ごみ（燃えるごみ、資源ごみ、粗大ごみ）
地区で決められた収集日に、出しましょう。収

集日は、市公式ウェブサイトや「5374（ゴミナシ）」
アプリなどで確認できます。
アプリのダウンロードはこちら▶

家電製品（テレビ、エアコン、洗濯機など）
買い換えの場合／家電を新たに購入する業者に引

き取りを依頼しましょう。
処分のみの場合／家電販売店に引き取りを依頼
（別途リサイクル料金、収集運搬料金が必要）
するか、郵便局で事前にリサイクル券を購入し、
近隣の指定引取場所へ直接搬入しましょう。
※近隣指定引取場所▶セキトランスシステム㈱
　（長泉町納米里 515-1　 988-6868）

ごみの処分方法ごみの処分方法

毎年、煙や臭いなど屋外での焼却に関する苦情が多
く寄せられています。これからの季節は、切り落とし
た枝や草の刈りかす、落葉などの処分のために焼却を
行う例が多く見られます。屋外焼却は原則禁止されて
います。ブロックなどで囲っての焼却やドラム缶を使
用しての焼却も認められていません。

屋外焼却は、周辺に住んでいる方の健康を害したり、
洗濯物を汚したりするため、絶対にやめましょう。

不要な家電などの回収を依頼するときは、
市の一般廃棄物処理業の許可業者か確認し

ましょう！　依頼する業者が許可業者か分からな
い場合は、生活環境課へお問い合わせください。

Ponit

10 トン以上のごみがまちを汚しています

屋外焼却は原則禁止！
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ごみ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



お知らせ

Information

地域福祉講演会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

10 月 14 日㈮　13 時 30 分～
15 時 30 分　※受付 13 時～
福祉保健会館３階研修室

テーマ／こころの病についての理
解と地域の生活

講師／窪田幸久さん（中央公園ク
リニック院長）
すそのきせがわ会家族会

　090-7670-4480

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

こども医療費受給者証
10/1 から新しく

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
対象者の市内の小・中学生の方に
は、新しい受給者証を郵送しまし
た。今後は新しい受給者証をご利
用ください。古い受給者証は破棄
してください。

９月 30 日㈮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

国保高齢受給者証交付会

11 月１日㈫から対象となる方
に、受給者証を交付します。

10 月 20 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館研修室
昭和 21 年 10 月２日～ 11 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

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

行政相談会
10/17 ～ 23は行政相談週間

雇用、年金、登記、道路、河
川など役所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・日曜日、祝日の場合
は、次の平日に行います。奇
数月は午前中のみです。
総務省静岡行政評価事務所

　0570-090110（行政苦情　
　110番）

その他の相談

●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）
子どもや女性の人権、その他
差別待遇などの人権問題の相
談。人権擁護委員が応じます。

●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。

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 20 日に行います。20

日が土・日曜日、祝日の場合は、
次の平日に行います。
県行政書士会裾野支部

　993-8387

市民無料相談会を開催　各専門分野の専門家が相談に応じます。
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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インフォメーション

Information

社会生活基本調査

１日の生活時間の使い方や日常
のさまざまな活動の状況を調査し
ます。結果は、より良い暮らしと
社会のために活用されます。住ん
でいる地域が調査対象になった場
合は、調査員が調査にうかがいま
すので、調査票に記入してくださ
い。ご理解とご協力をお願いしま
す。
基準日／ 10 月 20 日㈭

一定方法で抽出された世帯
趣味や娯楽などの生活行動、１
日の生活時間について
県統計調査課消費班
054-221-2236

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習

　しずおか市町対抗駅伝に向けて、
陸上競技（中・長距離）の合同練
習会を開催します。申し込みは不
要です。直接会場へお越しくださ
い。

10 月 15 日㈯・22 日㈯ 17 時
～ 19 時、11 月 19 日 ㈯・26
日㈯９時～ 11 時
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の方
裾野市チームのコーチが、陸上
競技（中・長距離）の指導をし
ます。
１月以降も開催します。
生涯学習課　992-3800

にこにこキャラバン
“東地区の巻”

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

10 月 25 日㈫　10 時～ 12 時
東地区コミュニティセンター
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

秋の農作業安全運動

10 月 31 日㈪まで、県内全域
で秋の農作業安全運動が行われて
います。

秋は、農作物の収穫期を迎え、
農業機械を利用する作業が多くな
ります。農作業事故の多くが、単
純なミスによるものです。

また、農作業中の死亡事故は、
機械によるもの以外にも、焼却作
業中に火傷や転倒、熱中症など多
岐にわたります。その他にも、電
気柵を設置している方は「見えや
すい場所への危険表示」、「電気柵
用の電源装置の使用」、「30 Ⅴ以
上の電源を使用する場合などにお
ける漏電遮断器の設置」、「容易に
開閉できる場所に専用のスイッチ
の設置」をもう一度確認しましょう。

基本的な注意事項を確認し、事
故の原因を一つ一つ取り除き、農
作業事故ゼロを目指しましょう。

農林振興課
　995-1823

　10 月から、B 型肝炎予防接種が定期接種になります。実施医療機
関で予防接種を受けてください。

【Ｂ型肝炎とは……】
Ｂ型肝炎は、ウイルスの感染

によって起こる肝臓の病気です。
Ｂ型肝炎ウイルスへの感染は、
一過性の感染で終わる場合と、
そのまま感染している状態が続
く場合があります。慢性肝炎に
なることがあり、一部の方は肝
硬変や肝がんなど命にかかわる
病気を引き起こすことがありま
す。

市に住民登録がある平成 28
年 10 月１日時点で１歳未満

（平成 28 年４月１日以降生
まれ）の方

接種開始／ 10 月１日㈯
接種方法／対象の方には、接種

券を送付します。１回目の接
種後、間隔をあけて合計３回
接種します。すでに自費で接
種した方は、その回数を含め
て３回の接種になります。
●自費での接種がある方や母
子感染予防のために抗 HBs
人免疫グロブリンと併用して、
Ｂ型肝炎ワクチンの接種を受
けたことがある方は対象外で
す。●１歳になってしまうと
定期接種の対象外となります
ので、注意してください。
健康推進課　992-5711

Ｂ型肝炎予防接種　10/1 ㈯から定期接種にＢ型肝炎予防接種　10/1 ㈯から定期接種に
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お知らせ

市指定給水装置工事
事業者の追加

次の業者を新たに追加しました。
業者名／㈱アクアライン

〒 730-0012
広島県広島市中区上八丁堀 8-8

電話／ 082-502-6644
上下水道課　995-1834

映画『あん』
バリアフリー上映会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

10 月 15 日㈯　
　１回目▶９時 30 分～ 12 時
　２回目▶ 13 時 30 分～ 16 時

国立駿河療養所講堂（御殿場市
神山）

作品／元ハンセン病患者の方々の
生き方や周りの方々とのふれあ
い、葛藤を通して、生きる意味
について問いかける作品
●字幕付きで、字幕・車椅子・
優先席があります。副音声用ラ
ジオを無料で貸し出します（数
量に限りあり）。優先駐車場の
利用を希望する方は、事前にご
連絡ください。●小さい子ども
も一緒に鑑賞できます。●会場
と駐車場が離れている場合があ
ります。●駐車場ボランティア
スタッフを募集しています。協
力できる方はご連絡ください。
国立駿河療養所
0550-87-1711（鈴木）
つながる映画　960-6005
つながる映画　tunagaru.movie.
susono@gmail.com

インフルエンザ予防接種
（65歳以上）

実施医療機関に接種券をお持ち
になり、接種を受けてください。

10 月３日㈪～平成 29 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 65 歳以
上の方

②予防接種を受ける日に 60 歳以
上 65 歳未満で、心臓、腎臓、
呼吸器、免疫機能に障がいがあ
る方の内、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 27 年１月 31 日までの
方には、接種券を送付しました。
●生年月日が昭和 27 年２月１
日～４月１日で接種を希望する
方と、対象者の②の方は健康推
進課へお問い合せください。接
種券を発行します。
1,200 円（個人負担金）
●生活保護を受給している世帯
の方は、費用を免除します。接
種前に健康推進課または社会福
祉課に交付された接種券とはん
こをお持ちになり、申請してく
ださい。●対象者に送付した「平
成 28 年度インフルエンザ定期
予防接種（65 歳以上）実施医
療機関一覧」に立川内科胃腸科
医院が記載されていますが、９
月 30 日㈮で閉院したため、予
防接種を実施しません。
健康推進課　992-5711

もののふの里葛山城まつり
熊本城復興支援イベント

10 月 30 日㈰　９時 15 分～
13 時
葛山城址・仙年寺周辺
●「もののふの里」を歩こう▶
散策マップを手に葛山城址を歩
いてみましょう。●葛山氏の財
宝獲得にチャレンジしよう▶抽
選に参加できます。葛山城址の
本丸まで挑戦した方はチャレン
ジ賞があります。●輪投げ大会
▶どなたでも参加できます。
●鎧武者▶よろい・かぶとの姿
の方々と一緒に写真を撮ること
ができます。●その他▶手裏剣
体験、ステージ、飲食物の出展
など
もののふの里葛山城まつり実行
委員会　997-1035

児童手当の支給

10 月７日㈮は児童手当の支給
日です。児童手当は、認定請求を
した月の翌月分から支給事由の消
滅した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶

15,000 円●３歳～小学生（第１・
２子）▶ 10,000 円（第３子以降）
▶ 15,000 円●中学生▶ 10,000
円●所得が制限額を超えている
方の児童▶ 5,000 円※４カ月分
をまとめて支給します。

支給日／６月、10 月、２月の 10
日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振込
９月末日時点で現況届が未提出
の方や書類不備があった場合は、
支払いが保留されます。
子育て支援課　995-1841
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里親になりませんか
～ 10月は里親月間～

毎年 10 月は里親月間です。さ
まざまな事情で家庭で養育するこ
とが難しい子どもを自分の家庭に
迎え入れ、温かい愛情と正しい理
解をもって養育する方を「里親」
といいます。
【里親になるには】
●子どもの養育について理解と熱

意を持ち、豊かな愛情を持って
いることが大切です。

●県が実施する研修を修了し、経
済的に困窮していないことなど
の要件が必要です。

【里親の種類】
里親は、委託期間や目的などに

よって、４種類あります。養育里
親、専門里親、親族里親、養子縁
組希望里親です。
【里親になったら】
●児童相談所が面会や交流を繰り

返した上で、養育をお願いする
子どもを決定します。

●子どもの養育をお願いしている
間は、定められた養育に必要な
経費が公費で支給されます。

●子育ての悩みや不安には、児童
相談所などが相談に応じます。
制度について▶県子ども家庭課
054-221-3760
申し込みについて▶
県東部児童相談所　920-2085
子育て支援課　995-1841

水道メーターの定期交換

事業所や家庭で使用されている
水道メーターの定期交換作業を行
います。市から委託された水道業
者が無料で交換に伺います。ご協
力をお願いします。

10 月 17 日㈪～ 31 日㈪
計量法で定められた検定期間８
年が終了する水道メーター
※対象の方にはあらかじめ交換
のお知らせのはがきを送付しま
す。
上下水道課　995-1834

駿東地域職業訓練センター
11月講座

●技能講習▶小型移動式クレー
ン技能講習（吊上げ荷重１ｔ以
上５ｔ未満）●受験対策▶建築
大工技能検定対策講座●人材育
成▶監督者訓練講座（TWI　
１科）●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、デジタルカメ
ラ、夜間パソコン入門（ビギナー
ズコース）、夜間ワード基礎、
夜間エクセル基礎、夜間ワード
活用、夜間エクセル活用、夜間
JW-CAD 基礎、夜間年賀状　
●カルチャーコース▶フラワー
アレンジメント、手作り木綿ぞ
うり教室、絵画教室、アロマ教
室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

市民大学教養講座受講生

11 月 25 日㈮　19 時～ 21 時
30 分
生涯学習センター２階学習室１
市民活動団体（自治会を含む）
で活動している方または市民活
動に興味のある方
30 人（先着順）
講演「自治を回復し、まち・む
らの課題を、まち・むらの力で
解決するために～総動と小規模
多機能自治のすすめ～」とグ
ループワーク

講師／川北秀人さん
1,000 円（資料代を含む）
生涯学習課　992-3800　

放課後認定指導員研修受講者

　小学生が放課後を過ごす児童室
で働くために必要な認定資格を取
得するための研修を行います。

平成 29 年２月２日㈭・９日㈭・
16 日㈭・28 日㈫９時～ 17 時
県庁（静岡市葵区）
放課後児童支援員の資格を取得
したい方で、保育士資格がある
方または幼稚園、小・中学校、
高校の教諭の資格がある方、高
校卒業以上で２年以上児童福祉
事業に従事した方など
テキスト代 1,080 円、資料代
500 円
10 月 21 日㈮～ 11 月 14 日㈪
県こども未来課のホームページ
から受講申込書などをダウン
ロードし、お申し込みください。
県こども未来課
054-221-3546
http://www.pref.shizuoka.

jp/kousei/ko-130/kensyu/
houkagojidousienin2016.html

10
2016.10.1



お知らせ

65 歳以上の運動教室
しっかり運動コースの参加者

11 月２日 ･16 日、12 月７日
･21 日、平成 29 年１月 11 日
･18 日、２月１日 ･15 日の水
曜日
10 時～ 11 時 30 分
生涯学習センター２階学習室１
65 歳以上で、８回全てに参加
できる方
20 人（先着順）
体力測定、ストレッチ、筋力アッ
プの体操、脳トレなど
汗拭きタオル、水分補給用の飲
み物、筆記用具
10 月 11 日㈫～ 28 日㈮
男性やしっかり運動したい方向
けのコースです。
介護保険課　995-1821

活動量計を活用した
運動事業の参加者

活動量計を２週間貸与し、活動
量をグラフ化して結果を返却しま
す。健康運動指導士による運動指
導も実施します。

11 月１日㈫・15 日㈫９時～９
時 30 分、11 月 29 日 ㈫ 13 時
30 分～ 16 時、12 月 13 日㈫９
時～９時 30 分、12 月 20 日㈫
９時～ 10 時または 10 時 30 分
～ 11 時 30 分（全５回）
福祉保健会館１階
市に住民登録がある方
40 人（先着順）
10 月３日㈪～ 25 日㈫
この講座はすその健康マイレー
ジ対象事業です。
健康推進課　992-5711

市民会議研修会
テレビ寺子屋公開録画参加者

青少年育成市民会議では、テレ
ビ静岡のテレビ寺子屋公開録画講
演会を行います。在宅ケアを通し
た“家族の絆”や“いのちの尊さ”
について学びます。

10 月 30 日㈰　13 時～
生涯学習センター３階学習ホー
ル
190 人（先着順）

テーマ／在宅ホスピス医からの
メッセージ①種をまく人②夢を
かなえる

講師／内藤いづみさん（ふじ内科
クリニック院長）
10 月 23 日㈰
生涯学習課　992-3800

通常のトレーニングマシンとは違う、体幹を鍛える「認知動作型トレーニングマシン」教室を開催します。

教室名 開催日 開催時間 教室番号 対象

はじめて教室

月曜日 19:00 ～ 20:30 N2201

認知動作型トレーニングマシン
未経験者の方

火曜日 10:30 ～ 12:00 N2202
木曜日 13:30 ～ 15:00 N2203
木曜日 19:00 ～ 20:30 N2204
金曜日 10:30 ～ 12:00 N2205

ジュニア教室 月曜日 18:30 ～ 19:00 N2206 中学生・高校生のマシン未経験者

フォロー教室
火曜日  9:00 ～ 10:30 N2207

認知動作型トレーニングマシン経験者
金曜日  9:00 ～ 10:30 N2208

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者募集認知動作型トレーニングマシン教室の参加者募集

各 12 人　※応募者多数の場合は抽選になります。
　参加の可否は返信はがきでお知らせします。

各 10 回 5,000 円
往復はがきの裏面に、住所・氏名・電話番号・生年月
日・年齢・教室名・希望教室番号・第2希望の教室（あ
れば）を、返信はがき表面に、住所・氏名を記入し、市
民体育館へ送付してください。※市内に通勤・通学
している方は、会社名・学校名も記入してください。

10 月１日㈯～ 12 日㈬
市民体育館教室係

　993-0303
　〒 410-1113
　稲荷 24
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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 「在宅ワーク」と携帯電話で検索し「男性か
ら悩みを聞けば収入が得られる」という広告

を見つけ、誘導されてサイトに登録した。さまざま
な名目でポイントを購入させられ、サイト利用料が
高額になったが、収入は得られなかった。だまされ
たと思うので返金してほしい。

Ａ 最近の出会い系サイトの相談では、内職紹介
やアルバイト情報サイトに登録した後に、出

会い系サイトからメールが来るようになったという
ケースが目立ちます。手口は巧妙になり、契約金額
も高額です。出会い系サイトの多くはメール交換な
どのサービスを利用する度に費用が発生します。「お
金をあげる」「簡単に高収入」などの甘い勧誘メー
ルを安易に信用しないでください。不審なときは消
費生活センターにご相談してください。

電気通信事業法が改正されました
光回線やスマホなどの契約書面は、しっかり
確認！

光回線などインターネット回線の申込時に、サー
ビスやオプションの不十分な説明や一部の強引な営
業で、契約トラブルの被害にあったなどの相談が増
加していました。それらの被害を防ぐため、消費者
保護の施策が充実・強化されました。
【ポイント】
①電気通信事業者は消費者に対し、契約成立後すぐ

に契約書面を交付しなければならない（契約後の
書面交付義務）。

②契約書面を受け取った日から８日以内は、消費者か
ら一方的に契約を解除できる（初期契約解除制度）。
契約する場合は、契約内容や契約書などを受け取

る方法をよく確認しましょう。消費生活センター　 995-1854

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
会は、障がいのある方が住みなれ
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活動
しています。

一般報告会を開催し、協議会の
活動報告を行います。分科会では、
それぞれのテーマで参加者の皆さ

んと意見交換を行います。
10 月 29 日㈯　13 時～ 16 時
30 分
三島市中郷公民館（三島市梅名）

【内容・時間】

内容 時間
一般報告会 13:00 ～ 14:00

休憩 14:00 ～ 14:30
分科会 14:30 ～ 16:00

分科会報告 16:00 ～ 16:30

【分科会テーマ】
①安心して地域でくらす
②障がい者特例子会社の現状と課

題

③障がい福祉サービス事業所で災
害時のネットワークをつくろう

④放課後等デイを考える　こど
も・そだつ・つなげる Part Ⅱ
10 月 14 日㈮
●１歳以上の子どもの託児があ
ります。申し込み時にお伝えく
ださい。●一般報告会と分科会
報告会では、手話通訳と要約筆
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
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10月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検

査投薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。 裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

土日見学会、開催 !
＊その他の曜日で見学ご希望の方は、
下記よりお問合せください！

モデルハウス公開中!

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

11日㈫
９:00～９:30

平成28年４月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

18日㈫
13:00～13:30

平成27年４月
生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈫
９:00～９:30

平成26年10・11月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00～13:15

平成26年４月
生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭
13:00～13:30

平成25年10月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
3・17・24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

24日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

27日㈭
13:00～13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

17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

３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

21日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

６日㈭・24日㈪
13:30～15:00

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日（曜日） 時　間
 ４日㈫　 17:00 ～ 19:45
11日㈫※  9:00 ～ 11:30
18日㈫　 13:00 ～ 15:30
27日㈭※  9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

日 月 火 水 木 金 土
1

内科
2 3 4 5 6 7 8

整形 外科 内科 内科 内科 整形 内科
9 10 11 12 13 14 15

内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
16 17 18 19 20 21 22

内科 外科 内科 内科 内科 内科 整形
23 24 25 26 27 28 29

内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
30 31

内科 外科

13
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今月の救急協力医

10月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈰

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

岩渕内科医院 951-4579 添地町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

17 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 西方外科医院 921-1333 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈬ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 酒井医院 966-1755 今沢 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

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 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 ㈯ 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

23 ㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

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

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 白石医院 951-4593 市道町

24 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

25 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 よざ小児科医院 967-5722 原

26 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑
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10 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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

中原歯科医院
993-3300 佐野　　

23 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

中里歯科医院
976-1818 伏見　　

30 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩　

日 内 科 外 科 小児科

28 ㈮ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 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

29 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 西島病院 922-8235 大岡 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

30 ㈰

高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

杉山医院 972-3223 伏見 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

31 ㈪ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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富士山資料館 998-1325993-9300

NAVI
10月の休館日
３日㈪・11日㈫・17日㈪・24日㈪
31日㈪
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津軽三味線姉妹ユニット
ゆりあい コンサート ［絆］

柴田姉妹は全国大会に挑戦し、個人団体合わせて
39 回の優勝。中でも津軽三味線全日本金

かな
木
ぎ

大会 団
体の部では、前人未到の五連覇を達成。平成 22 年
度宮城県芸術選奨新人賞受賞の実力の津軽三味線を
ぜひお聴きください。
と　き／平成 29 年１月９日㈪
　　　　15 時 30 分～　※開場▶ 15 時
ところ／多目的ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 2,500 円
　　　　高齢者割引（65 歳以上）▶ 2,300 円
　　　　※未就学児の入場はできません。
発売日／ 10 月８日㈯

埋
うもれぎ
木と大野原

１万年前の新富士火山の噴火では、三島市に達す
る三島溶岩流が流れ出ています。その後、溶岩地帯
に長い年月をかけて森林地帯が広がったと推測され、
大野原一帯は 1200 年前には巨木を含んだ大森林地
帯であったと考えられます。

左下の写真は、大野原出土の樹齢 800 年のヒノ
キです。江戸時代、このようなヒノキ・杉の巨木が
埋まっていたようです。右下の写真は、1789 年に
須山村の百姓が小田原藩の役人に提出した願書です。
内容は「当村の林大沢入茅野という場所で埋まって
いる杉を掘り出し、四分板に仕立てて仙石原方面で
売買したい。お礼として板 100 枚につき銭 312 文
ずつ上納するので許可してほしい」。埋まっている
木が質の良い状態だったことや、須山村の人々が製
材業で収入を得ていたことが分かります。

　「僕の夢は“裾野市観光 PR 大使”です」と熱く語っ
てくれたのは、シンガーソングライティングベーシ
ストとして活躍中のフルヤトモヒロさん。音楽活動

を始めたのは、２歳年上の兄の影響で高校の軽音楽
部に入部したことがきっかけ。15 年間のバンド活
動を経て、ソロアーティストとして 2013 年から活
動しています。ライブ活動に加え、イベントテーマ
ソングや CM ソングの楽曲提供、ラジオパーソナ
リティなどの活動も行っています。
　「地元の“佐野八幡宮祭典”に出演したとき、地
域の方々に喜んでもらえたことや、東京から足を運
んでくれた方から『裾野っていいね！』と言われた
ことがうれしくて、地元での活動を大切しようと思
うようになりました」とフルヤさん。

現在、市内各地域のお祭りイベントや介護施設で、
ライブ活動や司会（MC）などを積極的に行ってい
るフルヤさんは「自分のライブ活動をきっかけに、
県外から裾野に足を運んでくれたらうれしいです。
市内全てのお祭りに MC として参加したいです」
と笑顔で語ってくれました。今後の活動を通じて裾
野の魅力の発信が期待されます。

シンガーソングライティング ベーシスト
フルヤ トモヒロさん（佐野上宿・34 歳）

神代ヒノキ 埋木払い下げ願い

（富士山資料館展示品） （須山区有文書）



すそのんへの投票は
こちらから

10月24日
投票終了

１日１票の投票をお願いします

No.1320
うるおいすその

働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

Contents
p02 市議会９月定例会
p04 平成27年度 決算報告・主要事業
p08 財政健全化判断比率・資金不足比率公表
p09 平成27年度水道事業会計決算報告
p10 ふれあい健康まつり・ふれあい消防広場
p11 結核検診で早期発見
p12 市民芸術祭　～創造・共感・感動～
p13 各地区でコミュニティまつりを開催
p14 第２回裾野おんぱく（裾野温故知新博覧会）

９月 17 日
第６回富士山すそのパノラマロードコスモスまつり

10.15
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市議会９月定例会が９月２日㈮から 10月７
日㈮までの 36日間の日程で行われました。条
例改正や補正予算など 28案件が審議され可決
されました。ここでは、主な議案を紹介します。

議案
平成 27 年度一般会計歳入歳出決算などの認定

平成 27 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ページまでをご覧ください。
人権擁護委員の推薦
　12 月 31 日に任期満了となる池田宗久委員、川口
美津子委員、大森紀行委員を引き続き推薦することが
適任とされました。
平成 27 年度市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

平成 27 年度の市水道事業会計の未処分利益剰余金
２億 5,705 万 6,921 円を減債積立金と資本金として
処分することが議決されました。
市固定資産評価審査委員会委員の選任

９月 26 日に任期満了となった勝又規雄委員を引き
続き選任することが同意されました。
市教育委員会委員の任命

９月 30 日に任期満了となった桃井昭一委員、眞田
平芳委員、庄司伸子委員を引き続き任命することが同
意されました。
市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定

いじめ問題対策連絡協議会などを設置するため、条
例を制定しました。いじめ防止対策推進法に基づき、
いじめの防止や早期発見、いじめに対する措置などの
対策を、総合的かつ効果的に推進することが目的です。

市民体育館条例の一部改正
市民体育館の改修に伴い、条例の改正をしました。

補正予算
平成 28 年度一般会計補正予算（第４回）

既定の予算総額から 3 億 5,800 万円を減額し、歳
入歳出予算総額を 210 億 6,600 万円とするものです。
　補正予算の主な内容は次のとおりです。
１「住みたいまち裾野」のまちづくり
●裾野らしいデザインのまち すその

▶公共施設等マネジメント支援システム導入事業
公共施設等総合管理計画で掲げた総量などの縮減、
長寿命化を図るため、市が所有する公共建築物の
基本情報などを施設カルテなどで一元的に管理し、
分析できるシステムを導入します。

▶裾野駅西口駅前広場整備事業
裾野駅西口周辺の区画整理事業の進捗に合わせ、
利便性を高めた駅前広場の早期供用開始を図るた
め、裾野駅西口臨時駅前広場の整備を前倒しして
実施します。

市民体育館健康増進ルーム
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市議会９月定例会
条例改正や補正予算など 28議案を審議
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全員協議会行政報告
平成 28 年熊本地震の被災地（嘉

か
島
しま

町
まち

）支援
熊本県上益城郡嘉島町長から平成 28 年熊本地震

被災に対する職員派遣について、礼状が届きました。
市では、地震発災後に熊本地震静岡県現地支援本部
要員派遣の要請を受け、計 8 人の職員を嘉島町へ
派遣し、被災地支援を行いました。

嘉島町では、日常業務の運営が平常に戻り始めま
した。状況は落ち着いてきましたが、引き続き、現
地の実状にあった被災地への支援を行います。派遣
した職員の報告や経験を、当市の避難訓練計画や避
難所運営などに反映し、大規模災害に備えていきま
す。
●嘉島町長からの「礼状」全文

裾野市長　髙村 謙二 様

謹啓　時下　ますますご清祥のこととお慶び
申し上げます。

さて、このたびの「平成 28 年熊本地震」に
つきましては、多大なご支援をたまわり、衷心
よりお礼を申し上げます。

今回の地震で嘉島町は４月 14 日に震度６弱、
同 16 日に６強と大きな揺れに連続して見舞わ
れ、死者 4 人をはじめ道路損壊、家屋倒壊な
ど甚大な被害を受けました。

地震発生直後から、本町は総カを挙げて被災
者の支援、被災状況の確認などに当たりましたが、
経験したことのない被害の大きさもあり、職員
85 人という小規模自治体にとっては手が回りか
ねる状況でした。

そうした中で、貴市から応援の職員を派遣し
ていただきました。

おかげによりまして、家屋被害調査や支援申
請の受付など、多数の人員を要する業務もほぼ
終了に近づき、日常業務の運営が平常に戻りつ
つあります。

応急仮設住宅への入居もほぼ終了し、状況は
落ち着きつつあるとはいえ、解決すべき課題も
残っています。

今後とも一層のご支援ご指導をお願い申し上
げますとともに、意を尽くしませんが書中をも
ちましてお礼のあいさつといたします。　　　

謹　白
平成 28 年 8 月

熊本県嘉島町長　荒木泰臣

●住みたくなるまち すその
▶宅地分譲促進事業

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、市街化区域内
の未利用地の優良宅地化を促進します。

▶市道 1-15 号線道路改良事業
渋滞緩和対策として、市道1-15号線への右折レー
ン設置などの交差点改良工事に伴う測量業務委託
を実施します。

▶防災体制整備事業
防災対策の強化や災害医療などを確保するため、
自主防災会の防災資機材や消防団安全装備品を整
備。さらにドクターヘリの安全と安定的な運航を
確保するため、順天堂大学医学部附属静岡病院の
ドクターヘリ格納庫整備事業の一部の補助など、
地域の防災対策を多面的に推進します。

２　すべての起点となるひとづくり
●みんなで子育てするまち すその

▶ B 型肝炎ワクチン定期予防接種事業
予防接種法施行令などの改正に伴い、現在、任意
接種である B 型肝炎ワクチンが、定期予防接種
対象疾患に追加されたため、平成 28 年 4 月 1 日
以降に生まれた１歳未満児を対象に、10 月１日
から定期予防接種として実施します。

裾野駅西口駅前広場

市道 1-15 号線
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平成 27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

一般会計
歳入総額 232 億 4,589 万円
歳出総額 221 億 2,296 万円

自
主
財
源（
65・７
％
）

依
存
財
源（
34・３
％
）

認証保育施設 市民体育館リニューアル

平成27年度

決算
報告

市税（47.6％）   110 億 7,500 万円
市民の皆さんや会社などの法人が納めた税金

諸収入（6.1%）   14 億 2,477 万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

繰入金（4.1%）   9 億 4,846 万円
基金の繰入金など

繰越金（2.6%）   6 億  379 万円
前年度の剰余金

その他（5.3%）   12 億 1,295 万円
分担金と負担金、使用料と手数料、財産収入、　寄付金など

国庫支出金（13.7%）   31 億 9,564 万円
事業を行うために国から交付される補助金など

市債（8.9%）   20 億 7,380 万円
事業を行うために借り入れたお金

県支出金（4.1%）   9 億 4,329 万円
事業を行うために県から交付される補助金など

その他（7.6%）   17 億 6,819 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

自
主
財
源（
65・７
％
）

依
存
財
源（
34・３
％
）
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歳出総額 10％増 221億 2,296 万円



歳入・歳出の概要

　歳入決算額は、対前年比 10.4％の増、21 億 9,741
万円の増となりました。主な増額要因は、国庫支出金
が地方創生関連事業や、市民体育館リニューアル事業
などに伴う防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金
などの増によって５億 3,471 万円の増、地方消費税
交付金が４億 3,635 万円の増、繰入金が財政調整基
金取崩しの増によって２億 2,015 万円の増、市債が
最終処分場（第二期）整備事業の借入などで 4 億 4,500
万円の増となりました。主な減額要因は、税率改正な
どで法人市民税が 3 億 6,513 万円の減、不交付団体
となったことに伴い地方交付税が 1 億 458 万円の減
となりました。
　歳出決算額は、対前年比 10％の増、20 億 827 万
円の増となりました。主な増額要因は、土木費が裾野
駅周辺整備費などで 8 億 4,217 万円の増、教育費が
市民体育館リニューアル事業などで６億 4,398 万円
の増、 民生費が保育所運営関連事業費などで５億

6,793 万円の増となりました。主な減額要因は、諸支
出金が都市施設建設基金積立金の減などによって３億
6,870 万円の減、公債費が元利償還金の減によって
２億 323 万円の減となりました。

ゆるキャラグランプリ

一般廃棄物最終処分場竣工

民生費（24.7％）   54 億 6,166 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、生活保護にかかったお金

土木費（15.2％）   33 億 7,067 万円
道路、河川、公園の整備などにかかったお金

教育費（14.2％）   31 億 5,035 万円
幼稚園や小・中学校、社会教育やスポーツなどにかかったお金

衛生費（14.7％）   32 億 5,942 万円
市民の病気予防や美化センターの管理などにかかったお金

総務費（9.9％）   21 億 7,619 万円
庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸籍事務、選挙などにかかったお金

公債費（7.8％）   17 億 1,470 万円
事業を行うために借り入れたお金の返済金

その他（13.5％）   29 億 8,997 万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など
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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。

平成27年度

主要
事業

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

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

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
スマホユーザーを含む、子育て支援情報
の効果的な発信事業 子育て世代が必要な情報を配信できるアプリを開発

市認証保育施設支援事業 多様な保育環境の創出のため、認可施設（保育園・幼稚園）以外に、一定
の基準を満たす子育て施設への助成制度を創設

子ども連れ親子交流促進事業 親子の交流や本に触れる機会の増加を推進するため、市立図書館に授乳施
設などを整備

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

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	
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な改修

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

市民体育館改修事業 耐震補強と施設改修工事

運動公園スポーツイベント活性化事業 スポーツイベントを通した交流人口の増加を推進するため、運動公園に授
乳室などを整備

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

住民票等コンビニ交付事業 マイナンバーカードを用いて住民票などをコンビニで取得できるサービス
を実施

最終処分場（第二期）整備事業 最終処分場（第二期）の整備
防災体制整備事業 地域防災体制の整備など

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

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整備

裾野駅バリアフリー化整備事業 裾野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

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

都市計画街路平松深良線整備事業 都市計画街路平松深良線の整備
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５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」
事 業 名 事 業 概 要

企業立地促進事業 企業が行う事業用地取得費と設備取得費などに対し助成
地域農業担い手支援事業 農業の担い手確保のため、設備投資や販路拡大の取り組みに対して助成
中小企業相談・支援事業 経営革新や事業拡大、起業を検討している事業者の支援

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

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

新斎場基本計画策定事業 老朽化した斎場の更新に向け、長泉町と連携指摘本構想を策定

特別会計

都市計画税の使途状況

●国民健康保険特別会計
歳入総額 59億 4,476 万円
歳出総額 57億 1,311 万円

繰り越すべき財源
実質収支額 2億 3,165 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

●墓地事業特別会計
歳入総額 5,299 万円
歳出総額 5,066 万円

繰り越すべき財源
実質収支額 233万円

●十里木高原簡易水道特別会計 
歳入総額 5,366 万円
歳出総額 5,366 万円

繰り越すべき財源
実質収支額 0円

　※ 水道事業会計は９ページに掲載し
ています。

●後期高齢者医療事業特別会計
歳入総額 4億 4,653 万円
歳出総額 4億 4,216 万円

繰り越すべき財源
実質収支額 437万円

●介護保険特別会計 
歳入総額 30億 5,421 万円
歳出総額 29億 2,567 万円

繰り越すべき財源
実質収支額 1億 2,854 万円

●下水道事業特別会計
歳入総額 11億 4,999 万円
歳出総額 11億 4,929 万円

繰り越すべき財源 70万円
実質収支額 0円

都市計画税の決算額は４億 145 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。

●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

裾野駅周辺整備費 10億 3,631 万円 43.4% 6億 6,488 万円 3億 7,143 万円
平松深良線街路費 2億 4,441 万円 10.3% 2億　	175 万円 4,266 万円
都市計画事業公債費 1億 7,217 万円 7.2% 0円 1億 7,217 万円
下水道事業特別会計 9億 3,363 万円 39.1% 4億 4,182 万円 4億 9,181 万円

合計 23億 8,652 万円 100% 13億　	845 万円 10億 7,807 万円
	 ※特定財源……国・県支出金、地方債、負担金、その他

下水道啓発キャンペーン
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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
27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 27 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） 12.95% 20%

２．連結実質赤字比率 －（黒字） 17.95% 30%

３．実質公債費比率 8.4% 25% 35%

４．将来負担比率 10% 350%

※市税などに基づいて計算された数値で、家庭に置き
換えて表現すると給料になります。平成 27 年度の
当市の標準財政規模は約 130 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 27 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％

健全財政で
うるおい すその。

財政の健全度を判断する４つの指標

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全ての実
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
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●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るため、周りの

お宅と交換時期が異なることがあります。

●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、交換前のメーターと
新しいメーターの合算になります。新しいメー
ターは、出荷時に各種テストを実施しているため、
数値が若干ゼロを上回っていますが、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、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、ご理解とご協力をお願いします。

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。平成 27年度水道事業会計の決算状況をお
知らせします。

水道事業の会計は、 収益的収支と資本的収支から
なっています。収益的収支とは、水道水をつくり、それ
を家庭まで送り届ける費用とその財源を表します。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

※決算額に消費税は含まれていません。

●水道料金･引っ越し･検針･水道メーター取り換えについて

●水道工事・漏水・給水装置について

８年に１回、水道メーターを更新　10 月 17 日㈪～ 31 日㈪

職員給与費・修繕費・電力費など施設を
維持し水を送り続けるための営業費用
２億 4,438 万 5,284 円

長期前受金戻入額
１億 5,449 万 8,846 円（非現金）

その他
5,135 万 5,716 円

水道料金
7 億 4,748 万 3,208 円

その他
1,419 万 8,415 円

借入金の利息の支払い
4,562 万 7,013 円

借入金元金の返済
1 億 2,386 万

6,203 円

工事による負担金など

純利益 2億 5,705 万 6,921 円（非現金含む）

収入合計 9億 5,333 万 7,770 円
収入合計 3,251 万 7,806 円

支出合計 6億 9,628 万 849円 支出合計 4億 2,033 万 1,272 円

施設などの減価償却費
３億 9,207 万 137 円

水道施設や配水管布設（替）工事などに
かかる費用　2 億 9,646 万 5,069 円

不足金額（損益勘定留保資金などで補てん）
3 億 8,781 万 3,466 円

水道料金お客様センター　 995-1831

上下水道課　 995-1834

皆さんからの水道料金で賄われています

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）

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、ご理解とご協力をお願いします。

9
2016.10.15

平成 27年度水道事業会計決算報告
安定経営を維持
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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

※受付は
　13 時 30 分まで

●体組成測定
●がん予防啓発のコーナー

 健康推進課　992-5711

ふれあい消防広場

　見学と体験を通し、楽しく防火・防災について学び
ましょう。“すそのん”や三島市マスコットキャラク
ターの“みしまるくん”と“みしまるこちゃん”がお
出迎えします。
とき／ 10 時～ 14 時
●体験のコーナー

▶はしご車・ミニレスキュー・煙避難・消火器取り
扱い体験、アメリカ式子ども防災教室、消防車両
体験乗車など

●展示のコーナー
▶防火ポスター、防災パネル、

住宅用防災機器など
●消防団、保連会のコーナー

▶軽食などの模擬店
 裾野消防署

　995-0119

とき／ 11 月 13 日㈰　９時 45 分～ 14 時 30 分
ところ／福祉保健会館・駐車場、裾野消防署・駐車場
その他／●市役所からの無料送迎バスをご利用くださ

い。車でお越しの方は、市民文化センター
駐車場をご利用ください。

●雨天の場合は、福祉保健会館内のみで開催
します。

【無料送迎バス時刻表】
発車場所 発車時刻
市役所 	 9：15 	 9：45 10：45 11：30
会場 12：30 13：15 14：00 14：45

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
●福祉川柳の募集

 社会福祉協議会　992-5750

福祉、健康、消防のイベントを開催します。
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。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。ふれあい消防広場では、
はしご車や消火器などの体験や防災機器などの
展示があります。
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ふれあい健康まつり・ふれあい消防広場
３つのイベントを隣接した会場で同時開催
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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
18,280 人、死亡者数は 1,955 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、結核を早期発見しましょう。

健康推進課
992-5711

対象
市内に住んでいて、昭和 27 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。

その他
●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。

日にち 会　場 時　間

11 月
１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
市民体育館 13：30～ 15：00

11 月
２日㈬

かつ榮 	 8：50～	 9：50
西中学校 11：00～ 11：50
富士見台公園　★１ 13：30～ 15：00

11 月
４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
市民体育館 13：30～ 14：30

11 月
７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
町震コミュニティセンター 13：30～ 14：10
切遠コミュニティセンター 14：20～ 15：00

11 月
８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

深良コミュニティセンター 13：30～ 14：00
㈱スソノ物流
※旧中山運送（茶畑） 14：40～ 15：00

●どの会場でも受診できます。
●受診は１人１回のみです。

★１雨天の場合、富士見台公民館で実施します。
★２車いすの方の対応の検診車です。

日にち 会　場 時　間

11 月
９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
裾野市役所 13：30～ 15：00

11月
10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
11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
御宿新田
コミュニティセンター 14：30～ 15：10

11 月
13日㈰

裾野市役所 	 8：50～ 11：00
裾野市役所　★２ 11：00～ 11：30

11 月
14日㈪

田向集会所 	 9：00～ 10：00
十里木高原集会所 10：40～ 11：10
須山地区研修センター 13：30～ 14：30

11 月
15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

結核健康診断日程表
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結核検診で早期発見
11/1㈫～ 15㈫に各地で実施
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書道、文芸、手芸・工芸、絵画、華道などの展覧会や囲
碁大会、音楽祭、芸能祭などを行います。楽器の演奏や制
作実演、フラダンス、生け花など、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

とき／ 11 月２日㈬～６日㈰、11 月 16 日㈬～ 20 日㈰
ところ／市民文化センター
開会式／ 11 月２日㈬　10 時～

とき／ 11 月３日㈭　12 時～ 16 時
【実演】
●箏とマンドリンのコラボレーション
●生け花各流派実演　　　●盆栽の剪

せん
定
てい

実演
●タイル画制作実演　　　●フラメンコ披露
●サモアフラダンス披露　●浮書・篆

てん
刻
こく

実演
●フラワーアレンジメントの実演　●阿波踊りの奥義
●フルート演奏　　●弦楽演奏　　●アルパ演奏
●マリンバ演奏　　●二胡演奏　　●ジャズ演奏

【体験】
●笛作り ･ 二胡を弾く　　　●バイオリンを弾く
●アルパ（ハープ）を弾く　●子ども生け花
●七宝焼ペンダント制作　　●写真撮影会
●フラダンス　　　●手話ダンス　●詩吟
●俳句を投句　　　●連句作り　　●タイル画
●お琴を弾く　　　●彫刻　　　　●絵手紙
●囲碁

部　門 と　き 内　容

展覧会 11月２日㈬～６日㈰
	 9：00～ 17：00

書道展（含篆
てん

刻
こく

）、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）

囲碁大会
11月３日㈭

受付▶ 9：30～
10：00～ 17：00

囲碁愛好会員と市民の方の公開対局など

吟道祭 11月５日㈯
13：00～ 17：00 詩吟、詩吟体験、舞踊や詩舞との共演、大合吟「富士山」

音楽祭 11月６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、大合唱など

部　門 と　き 内　容

展覧会
11月16日㈬～20日㈰
	 9：00～ 17：00

※最終日は 16：30まで

手芸・工芸展（陶芸、七宝焼、染織、彫刻、押花絵、布手芸な
ど）、華道展（華道・フラワーデザイン）、写真展、絵画展（油
彩画 ･水彩画 ･墨絵 ･タイル画など）

茶会

11月 19日㈯
10：00～ 15：00 図書館茶道教室（裏千家）

11月 20日㈰
10：00～ 15：00 表千家茶道教室

芸能祭

洋舞・
音楽の部

11月 19日㈯
10：30～ 17：00

童唄、歌謡曲、大正琴、二胡、バレエ、フラメンコ、フラダン
ス、手話ダンスなど

日舞・
邦楽の部

11月 20日㈰
13：00～ 16：00 日本舞踊、民踊、詩舞剣舞、箏

そう
曲
きょく

など

◆◆◆ 第２部 ◆◆◆

◆◆◆ 第１部 ◆◆◆

11/3 文化の日は実演・体験の日！芸術に触れてみませんか。
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市民芸術祭　～創造・共感・感動～
さまざまな分野の芸術を体験
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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、
展示など各地区の地域の方々が工夫を凝らした催し物を用意しています。

市民課地区振興係
995-1874

とき／ 11 月６日㈰　９時～ 13 時
ところ／向田小学校グラウンド
●おみこし
●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６日㈰　８時 50 分～ 13 時
ところ／西小学校グラウンド
●演奏（和太鼓・吹奏楽・ダンス）
●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
●園児絵画展示
●飲食物販売　など

とき／ 11 月 20 日㈰　９時～ 13 時
ところ／深良コミュニティセンター・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
●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 27 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
●もちつき
●青空朝市（花木・野菜・生鮮食品）
●飲食物販売　など

東 地区 深 良 地区

富 岡 地区西 地区
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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
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普段暮らしているまちには、魅力あふれる「ひと、もの、こと」が潜
んでいます。それら地域の資源を掘り起こし、磨き上げ、体験プログラ
ムとして紹介するイベントが裾野おんぱくです。第２回目となる今回は、
約 30のプログラムを用意しました。

商工観光課
995-1825

裾野おんぱく開催

裾野を「体感」「発見」できる体験交流プログラム
です。

11 月 19 日㈯～ 12 月 18 日㈰
予約制です。定員になり次第締切ります。
詳しい内容については、裾野おんぱくブログをご覧
ください。
　費用がかかります。下表の問い合わせ先に、ご確
認ください。
http://susonoonpaku.i-ra.jp/（裾野おんぱくブログ）

「おんぱく」とは

地域の資源を活用して作った小規模な体験プログラ
ムを開催し、参加者とプログラム提供者が一緒に作る
参加型体験イベントです。地域の魅力を再発見し、ま
すます地域を好き　　　　　　　　　　　　　　　 
になることを目指　　　　　　　　　　　　　　　 
し て い ま す。 親 子　　　　　　　　　　　　　　　 
や友だちと気軽に　　　　　　　　　　　　　　　 
参加してください。　　　　　　　　　　　　　　　 

体験交流プログラム とき ところ（集合場所） 申し込み・問い合わせ

おんぱくカフェ：
	 おんぱくで遊び、裾野を語ろう

11月 12日㈯～ 12月
18日㈰（不定休）

おんぱくカフェ
（駅前通商店街）

裾野おんぱく実行委員会
090-4255-6870（江森）

富士山カップを作ろう！ 11月 25日㈮・26日㈯・
27日㈰ 深良窯　村上陶房 997-4057（村上）

裾野を美容と健康の町に 11月 23日㈬ 市民文化センター
33会議室

mizuno@claromizu
no.com（水野）

毎日変わる、こだわり主婦の
	 気まぐれランチ

期間中開催
※㈭・㈰、祝日を除く

ビューティーチェリー
（カフェ内） 090-8541-4538（増田）

エコ布ぞうり創り＋すその LUNCH 11月 21日㈪、12月５日㈪ 和風レストラン	みよし 080-5164-3975（堀口）

コーヒー歴史めぐり（伝播から飲用まで） 12月 10日㈯・17日㈯ 旧植松家住宅（中央公園内） 946-6159（渡辺）

富士のすそので飛ぶ鷹＆ふくろう！
	 （ふくろうの小屋）

11月25日㈮・29日㈫、
12月４日㈰・11日㈰・
18日㈰

運動公園やすらぎの広場 090-4447-7560（秋山）

あなただけのオリジナルクロック作り 12月３日㈯・４日㈰ ニノミヤ時計店 992-0440（二ノ宮）

いつまでも若く美しく！
	 ～みんなの願い～

期間中開催
※㈭・㈰、祝日を除く 金時堂須賀薬局 993-0189（土屋・山内）

SOFA　Meets　CHINEMA
	 ソファに座って名作を観よう 12月３日㈯ FACTORY＆ STORE

MANUAL	graph 992-2631（前田）

SOFA　Meets　Wine
	 ソファに座ってワインを学ぼう 12月 10日㈯ FACTORY＆ STORE

MANUAL	graph 992-2631（前田）

写真家「杉山雅彦」が撮る
	 裾野絶景家族写真！ 12月 17日㈯ 不二聖心女子学院内 070-5252-5886（杉山）

須山「農家食堂」with 楽風 11月 21日㈪、12月１日㈭ 農家食堂（須山） 090-3250-9400（市川）

体型から分かる！
	 暮らしを豊かにする睡眠とは？

11月19日㈯・20日㈰・25
日㈮、12月４日㈰・５日㈪ ふとんの前島 993-0443（前島）

須山歩きで笑いヨガ
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第２回裾野おんぱく（裾野温故知新博覧会）
あなたの「裾野」を見つけに行こう！
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体験交流プログラム とき ところ（集合場所） 申し込み・問い合わせ

野の草・花・木を使って
「造形」（フラワーデザイン）しましょう

11 月 19 日㈯・26 日㈯、
12月 17日㈯ 須山（フェアリーの森） 090-2137-3460（深野）

裾野で遊ぼ！洞穴と紅葉散歩オヤツつき 11月 20日㈰ 岩波駅 090-5613-0641（奥野）

ラージボール卓球で健康に！！ 期間中の㈫・㈮
※11月29日㈫を除く サワキュースポーツ 992-0462（伊丹）

婚活サポート
	 お茶会＆ワインパーティー

11月19日㈯、12月３日㈯ おひさま café
http://ameblo.jp/
b-toss（婚活サロン
ブーケトスのブログ）

11月 26日㈯ ファラオ・アネックス

12月４日㈰ ビューティーチェリー

12月 17日㈯ Mamecafe&bar

地域の宝、里山をこども達へ
森林 11月 20日㈰・27日㈰、

12月11日㈰ くもが池（公文名）
090-2689-6913（須藤）

農地 12月 4日㈰・18日㈰ 滝が窪農園、生涯学習センター

本気のトレジャーハント	in 裾野駅前商店街 11月 26日㈯ 裾野駅 080-1021-1639（高橋）

2016樽ボージョレヌーヴォを楽しもう！ 11月 19日㈯	 かつ榮裾野店裾野茶寮 993-1553（江森）

クリスマスオーナメント作りランチ付
	 ～Mamecafe ×商工会女性部～

11月 22日㈫・29日㈫、
12月６日㈫・13日㈫ まめきゅう＆Mamecafé

mamenitasshadesue
nagaku@yahoo.co.jp
（横山）

裾野で
リフレッシュ＆リラックス！
	 動の癒やし＆静の癒やし

動の
癒やし 11月 19日㈯、12月３日㈯ 十里木

080-2615-0841（志田）
静の
癒やし 11月 27日㈰、12月４日㈰ おひさま café

近代裾野探検隊
① 11月 26日㈯
② 12月３日㈯
③ 12月 10日㈯

①市役所
②裾野駅
③岩波駅

090-3153-8507（田口）

ジオ・デ・スソノ坂地獄へようこそ !!
	 （自転車に乗って坂を登ろう） 11月 19日㈯ 市役所駐車場

http://www.facebo
ok.com/susonocycli
ng/（GEO	DE	SUSO
NOの facebook）

不二聖心ハイキング
	～「十字架の道行」を歩いてみよう～ 12月 17日㈯ 不二聖心女子学院 na k a y ama . f u j i @

gmail.com（中山）

無重力脱力バランス療法体験会
	 （+体軸バランス測定）

11月19日㈯・20日㈰・
27日㈰、12月４日㈰・11
日㈰・17日㈯・18日㈰

開
かい
笑
ふ
喜
く
堂
どう

090-4857-5146（関口）

錦秋の里山を訪ねて
	 ～須山秋季祭典を歩く～ 11月 22日㈫ 須山地区研修センター 080-5197-0578（横山）

古くて新しい孫活、ママ活
	 食とカラダの「三つ子の魂百まで」

11 月 22 日㈫、12 月１
日㈭・５日㈪・６日㈫ 生涯学習センター 090-4475-2547（吉田）
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今月の写真

今月の一枚 This month's best shot

深良の畑でそばの種まき体験が行われました。７家族 19 人が参
加し、認定農業者に教わりなら、手まきや機械を使った種まきに挑
戦しました。そばは 11 月中旬に収穫する予定です。12 月中旬に
はそば打ち体験を行う予定です。

そばの種まき体験に挑戦� ９月３日 横断旗60本を寄贈� ９月７日

㈱あいおいニッセイ同和自動車研究所の小松良郎社長他２人が市
役所を訪れ、大型横断旗 60 本を市に寄贈しました。寄贈された横
断旗は、市内の小・中学校や幼稚園、裾野警察署などに配られ、子
どもたちなどの交通安全に役立てられます。

オレンジ色のじゅうたん
７月 16 日㈯に種をまいた黄花コスモスが、９月上旬に見頃を迎

えました。９月 10 日㈫の朝、７時 30 分ごろの撮影です。一面に
広がるオレンジ色のじゅうたんと夏富士とのコントラストが見事で
す。この写真の１時間後には厚い雲が富士山を覆い隠してしまいま
した。

撮影／パノラマロード

Photograph ９月
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JFAキッズサッカーフェスティバル2016静岡�９月17日 満開に咲くそばの花� ９月18日

JFA キッズ (U6) サッカーフェスティバル 2016 静岡が運動公園
陸上競技場で開催しました。2002FIFA ワールドカップ代表チー
ムにふんした子どもたちは、一生懸命にボールを追いかけるなど
サッカーを楽しんでいました。

ＪＡなんすんがあしたか山麓裾野そばの栽培を行う十里木の畑で
そばの花まつりが行われました。あいにくの天気で富士山を見られ
ませんでしたが、訪れた人々は雨の合間に写真を撮るなど、満開の
そば畑を楽しみました。かけそばや地場野菜の出店もありました。

Photograph 2016.9

若山牧水の遺徳をしのび献花� ９月11日９月10日は下水道の日� ９月９日

第 41 回裾野牧水祭が市民文化センターで開催されました。富士
山と裾野を愛した若山牧水をしのび、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。歌碑前では献酒、献花で生前の牧水に思いをはせました。

下水道の啓発キャンペーンがベルシティ裾野店で行われました。
上下水道課の職員が「下水道へのご理解をお願いします」と一人ひ
とりに声を掛けました。使用済み油を水道に流さず、固めて燃える
ごみとして捨てるための処理剤などの啓発品を手渡しました。

自殺予防と健康増進の啓発活動を実施�９月14日 駿河湾の海水を飲み比べ� ９月17日

自殺予防週間と健康増進普及月間にちなみ、スーパーやドラッグ
ストアなどで啓発活動が行われました。「裾野こころのボランティ
アの会」の会員がこころの健康相談や講演会の案内、検診のチラシ、
啓発品などを配布。心を大切にすることを呼びかけました。

「駿河湾ってどんな海？ちょっと冷たい海水の話」をテーマに図
書館サイエンスカフェが行われました。利き海水では、水深の違う
駿河湾の海水をどっちが塩辛いか飲み比べ、濃度で色が変わる液体
の中に飲み比べた海水を入れ、味覚と合っていたか確かめました。
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インフォメーション

Information

市指定給水装置工事
事業者の追加

次の業者を新たに追加しました。
業者名／関設備

〒 411-0944
　駿東郡長泉町竹原 248-1
電話／ 989-3421

上下水道課　995-1834

認知症を語る会

直接会場へお越しください。
11 月 ４ 日 ㈮　13 時 30 分 ～
15 時
市民文化センター 31 会議室
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

選挙管理委員会委員

９月 29 日㈭から新たな委員と
委員長が就任しました。

新委員長　松井康男さん（写真）
委員　渡邊一郎さん
新委員　川畑政二さん
新委員　小澤明実さん

選挙管理委員会（総務管財課） 
　995-1807

浄化槽設置補助金交付

生活排水による公共用水域の汚
濁防止のため、合併処理浄化槽の
普及を促進しています。対象の方
には、補助金を交付します。

公共下水道事業計画区域外で、
合併処理浄化槽を新規設置また
は、単独処理浄化槽から合併処
理浄化槽へ転換設置する方
補助金額や申請方法などの詳し
い内容は、市公式ウェブサイト
をご覧ください。
上下水道課　995-1836
http://www.city.susono.shizuoka.
jp/life/line/gapei 
s y o r i j o u k a s o u 
setti-seibijigyou.
php

付されます。
東富士演習場を抱える当市でも、公共用施設の整

備などの費用の一部として、毎年 9 条交付金の交
付を受けています。

渉外課　995-1858

　特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛施設周辺
の生活環境の整備等に関する法律第 9 条に規定）は、
特定防衛施設の設置または運用に伴う影響の軽減な
どを図るため、周辺市町村が行う公共用の施設の整
備、またはその他の生活環境の改善、開発の円滑な
実施に寄与する事業に対し、国から周辺市町村に交

事業名 地域 内容 事業費 内交付金

市道2-38号線道路整備事業（その１） 下和田 改良舗装工事 8,780 7,000

市道2-38号線道路整備事業（その２） 下和田 改良舗装工事 37,780 36,000

市道2274号線外１道路整備事業 金沢 改良舗装工事 47,500 43,000

市道4388号線道路整備事業（その１） 須山 道路新設工事 58,640 53,000

市道4388号線道路整備事業（その２） 須山 用地補償 19,000 18,000

消防車両整備事業 石脇 化学消防ポンプ車購入 63,936 43,920

学校給食センター調理設備整備事業 深良 熱風殺菌保管機購入 19,980 18,000

陸上競技場整備事業 今里 陸上トラック改修 49,432 38,000

市民文化センター整備事業（基金事業） 石脇 設備改修のための基金造成 65,250 65,250

（単位：千円）

平成27年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の報告平成27年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の報告
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

コォーディネーション
トレーニング親子体験会

親子で参加できる運動神経や運
動センスを高めるトレーニングを
行います。

11 月５日㈯　13 時～ 16 時
市民体育館
25 組（先着順）

講師／ NPO 法人日本コーディ
ネーショントレーニング協会公
認講師
市内の幼稚園・保育園にある応
募用紙に必要事項を記入しファ
クスでお申し込みください。
10 月 31 日㈪
スポーツ協会　993-8484

　090-1822-8373
941-9786

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 24 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
11 月 10 日㈭

国保年金課　995-1813

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 25 日㈮、12 月 8 日㈭・
21 日㈬、１月６日㈮・12 日㈭・
25 日㈬、２月９日㈭、22 日㈬

　９時 30 分～ 11 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
たことがない方や定期的な運動
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）
11 月１日㈫～ 15 日㈫

健康推進課　992-5711

こころの健康づくり講演会

11月25日㈮13 時 30 分～15 時
生涯学習センター学習ホール
190 人

演題／心と体に効く睡眠のとり方
～夜はぐっすり、昼間もすっき
り～

講師／澤登和夫さん（精神保健福
祉士）

健康推進課  992-5711

市民提案型教養講座の
企画・運営

来年度に開講する教養講座を企
画・運営する方を募集します。

市内の法人、任意団体、個人
生涯学習センターまたは、市公
式ウェブサイトにある申込用紙
に必要事項を記入し、お申し込
みください。 ※ファクス、メー
ル可
11 月１日㈫～ 12 月２日㈮
生涯学習課　992-3800
992-4047
syakyo@city.susono.shizuoka.jp

駐輪場駐輪場

裾野駅舎裾野駅舎
←至 御殿場 至 沼津→

JR御殿場線

現況市道現況市道

区画道路区画道路

（都）平松新道線（旧県道三島裾野線）（都）平松新道線（旧県道三島裾野線）

（仮）一般車
乗降場

（仮）一般車
乗降場

臨時駅前広場
（旧静銀跡地付近）

現駅前広場現駅前広場

裾
野
停
車
場
線

裾
野
停
車
場
線

（県）

　河川改修工事を含む裾野駅西口駅前広場の整備を行います。整
備に伴い、現在の駅前広場が使用できなくなるため、臨時駅前広
場の工事を行います。

11 月～ 区画整理課　994-1274

裾野駅西口臨時駅前広場の工事
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インフォメーション

Information

ビブリオバトル
in 鈴木図書館　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）と観戦
者を募集します。

11 月 12 日㈯　14 時～ 16 時
東西公民館（鈴木図書館３階）
５人（バトラー）、50 人（観戦者）
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。
11 月 10 日㈭

鈴木図書館  992-2342

災害時医療従事者など
ボランティア

　災害時に救護所・避難所などで
従事するボランティアの方を募集
します。

医師、歯科医師、薬剤師、助産
師、看護師、歯科衛生士、保健
師、養護教諭、保育士、救急救
命士、理学療法士、作業療法士、
管理栄養士、栄養士
11 月 30 日㈬

健康推進課　992-5711
k e n k o @ c i t y . s u s o n o .

shizuoka.jp

旧植松家住宅
お掃除ボランティア

中央公園にある旧植松家住宅を
清掃するボランティアを募集しま
す。清掃は、昔の方法で行います。

11 月３日㈭　13 時～ 14 時
30 人（先着順）
10 月 28 日㈮
ぞうきん、汚れてもよい服装

生涯学習課　992-3800

壮年男女混合バレーボール
大会参加チーム

11 月 13 日㈰　９時 30 分～ 
市民体育館他
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 57 年
４月１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 30 日㈰
スポーツ祭運営委員会

　993-0303

ベネフィ駿東　会員

　ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町の助成で、
中小企業でも大企業並みの福利厚
生の実現を目指しています。

随時会員を募集しています。
11 月末までのキャンペーン中は、
入会金が半額になります。

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）
福利厚生事業／●毎年、提携施
設で利用できる補助券（300
円分）を 15 枚と、2 市 2 町の
文化センターで行われるコン
サートのチケットの購入補助券

（1,000 円分）を 3 枚発行しま
す。●ゴルフ場などのスポーツ
施設の割引や人間ドック受診料
補助などを行います。
慶弔給付事業／会員や家族の方
に祝い金や見舞金などの慶弔金
を給付します。
入会金／１人につき 1,000 円
会費／１人につき月額 1,000 円
ベネフィ駿東　0550-87-7575
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お知らせ

11 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈭ ㈲小沢土建
☎992-1401

５日㈯ 工管設
☎993-1603

６日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

12日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

13日㈰ 植松水道
☎992-4644

19日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

20日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

23日㈬ ㈲細野設備
☎992-2465

26日㈯ 山崎設備
☎997-6766

27日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

データバンク
10 月１日現在

２日㈬～
６日㈰ 市民芸術祭第１部

11日㈮ 七歳児祝賀式

13日㈰ ふれあい健康まつり
ふれあい消防広場

16日㈬～
20日㈰ 市民芸術祭第２部

19日㈯～
12月18日㈰ 第２回裾野おんぱく

22日㈫ 技能功労者表彰

11 月　カレンダー

人　口　52,831人� （+77人）
　男　　26,864人� （+47人）
　女　　25,967人� （+30人）
世　帯　21,593世帯�（+62世帯）
内、外国人� 690人�377世帯

11 月　税金・料金
納付期限：11 月 30 日㈬

国民健康保険税� 第５期分
介護保険料� 第５期分
後期高齢者医療保険料� 第４期分

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 21 日㈪　10 時～ 12 時
市役所４階 401 会議室
６人（先着順）
11 月１日㈫～

戦略広報課　995-1802

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 11 日㈮～

16 日㈬
返却日／ 19 日㈯　14 時 20 分～

鈴木図書館２階視聴覚室
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。19 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）
10 月 29 日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342

生涯学習センター
教養講座の講師

来年度に開講するピラティス、
ヨーガ、エアロビクス、男の料理、
着付けの講座の講師を募集します。

18 歳以上で該当講座の講師が
できる方
生涯学習センターまたは、市公

式ウェブサイトにある申込用紙
に必要事項を記入し、お申し込
みください。 ※ファクス、メー
ル可
11 月１日㈫～ 12 月２日㈮
生涯学習課　992-3800
992-4047
syakyo@city.susono.shizuoka.jp
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今月の救急協力医

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

11月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈫ 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

２㈬ 森医院 966-2017 石川 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

３㈭

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 守重医院 931-2511 我入道

　江川

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 よざ小児科医院 967-5722 原

須山診療所 998-0006 須山 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

４㈮ 林医院 931-1120 住吉町 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

５㈯ 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

６㈰

境医院 975-8021 竹原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

おおい神経内科 922-8886 北高島町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

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

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

８㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 東医院 921-5520 高沢町 西村医院 971-6510 下土狩

９㈬ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 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

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

11 ㈮ 今井医院 921-3211 五月町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

12 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　�９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

11 月前期

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

３㈭ 静岡医療センター
975-2000 長沢　　

本田さくら眼科
951-1365 大手町　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤　　

６㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法　　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

いながきレディース
926-1709 宮前町　

せき歯科クリニック
981-2633 的場　　

13 ㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

タケダ歯科医院
989-3638 本宿　　

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

福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

14 ㈪ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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992-2342
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●少年聖女
著：鹿島田真希　河出書房新社

● 40歳の言いわけ
著：斉木香津　双葉社

●侍の本分
著：佐藤雅美　KADOKAWA

●危険なビーナス
著：東野圭吾　講談社

●スペース金融道
著：宮内悠介　河出書房新社

●転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由
著：臼井二美男　ポプラ社（ポプラ社ノンフィクション　26　生きかた）

●世界初の宇宙ヨット「イカロス」
　太陽の光で宇宙の大海原を翔けろ！
文：山下美樹　監修：森治　文溪堂

●透明犬メイ
作：辻貴司　絵：丹地陽子　岩崎書店（おはなしガーデン　51）

●ダニーの学校大革命
作：ラッシェル・オスファテール　訳：ダニエル遠藤みのり
文研出版（文研じゅべにーる）

●夏のあらしとムーミントロール
原作・絵：トーベ・ヤンソン　ラルス・ヤンソン
徳間書店（ムーミンのおはなしえほん）

一般書

児童書

11月の休館日

●11月の行事予定
親子おはなし広場
 １日㈫ 10時30分～ 本館　展示室

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～ 本館　視聴覚室

親子おはなしの会
 22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 本館　展示室
 23日㈬ 13時～16時 本館　展示室

リサイクルブックサービス
 ５日㈯～11日㈮ 本館　展示室
 ※休館日は除く

●読書週間展示�
と　き／ 10 月 28 日㈮～ 11 月 11 日㈮
ところ／本館１階　入り口展示コーナー
テーマ／いざ、読書。漱石 WORLD へようこそ。

７日㈪・14日㈪・21日㈪
24日㈭・28日㈪

黑栁　琉
るい

くん
（２歳 11カ月・伊豆島田）

芹澤 芭
は

奈
な

ちゃん
（２歳 11カ月・中丸中）

畠山 啓
けい

吾
ご

くん
（２歳 11カ月・御宿台）

山口 さくらちゃん
（３歳・公文名一）

益田 悠
ゆう

聖
せい

くん
（３歳・堰原）

森田 伊
い

咲
さき

ちゃん
（３歳・トヨタ）

新刊おすすめ本
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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります

Contents
p02 企業・事業所と共に歩むまち すその
p04 文化財保護強調週間　11/１㈫～７㈪
p05 11/９㈬～15㈫は秋季全国火災予防運動
p06 11月・12月は税の滞納整理強化月間
p08 新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
p09 しずおか市町対抗駅伝
p10 11月は年金月間
p11 市営墓地　92区画の墓所使用者を募集

10 月 14 日
アース・キッズチャレンジ
キックオフイベント（西小学校）



市の産業

昭和 30年代までは農林業中心の産業でしたが、北
西部の火山灰土を中心にした痩せた土地のため、その
生活は決して楽ではありませんでした。昭和 34年の
矢崎部品㈱の立地を期に、昭和 35年「裾野町工場設
置奨励条例」を制定。その後に工場・企業進出が相次
ぎ、現在では工業中心のまちとなりました。

工業のまち「裾野」

当市は、広大な土地、豊かな地下水、富士山をはじ
めとする素晴らしい景観など、工場進出の条件を十分
備えています。このような優位な立地条件から矢崎部
品㈱、三菱アルミニウム㈱、トヨタ自動車㈱、トヨタ
自動車東日本㈱など大手企業の研究所・工場の進出が
なされました。昭和 44年に東名高速自動車道の開通、
昭和 63年には東名裾野インターチェンジが完成する
など交通基盤が整備されました。首都圏や中京圏への
輸送時間が大幅に短縮されるなど、より利便性が向上
したことで、㈱ヤクルト本社が進出しました。平成に
入り、キヤノン㈱や矢崎総業㈱の研究開発部門が進出
するなど、知識集約型産業の立地が相次ぎ、市民の新
たな職場が広がっていきました。
当市にはこれらの関連企業のほか、独自の技術を持っ

た企業も多く立地し、当市の工業を支えています。こ

工業化の幕開けは、昭和 35 年の「裾野町工場設置奨励条例」に始まり
ます。水と緑豊かな当市は、農林業から工業中心のまちへと変わりました。

渉外課
995-1858

の結果、平成 22年度国
勢調査の第二次産業就業
人口は、市就業人口全体
の38％を占め、全国平均
の28.2％を 10ポイント
近く上回るまでになりま
した。今後は、「企業立地・
誘致の推進」「工業用地
の確保」「中小企業の育
成」「企業団体への支援」
「勤労者福祉環境の充実」
を主要施策とし、さらな
る産業の発展を進めてい
きます。

企業立地の状況

【第１期】昭和 30年代後半から 40年代前半に今日の
市の産業の骨格を成す企業が立地

【第２期】昭和60年代前半に裾野工業団地を含めた企
業立地

【第３期】富士裾野、新富士裾野工業団地への企業立地

【操業した主な企業・工場など】
昭和 34 年６月 矢崎部品㈱裾野製作所〔5.8 万㎡〕

昭和 37 年１月 三菱アルミニウム㈱富士製作所
〔22 万㎡〕

昭和 41 年 11 月 トヨタ自動車㈱東富士研究所
〔201 万㎡〕

昭和 42 年５月 トヨタ自動車東日本㈱東富士工場
〔26.4 万㎡〕

昭和 46 年 11 月 倉敷紡績㈱裾野工場〔6.7 万㎡〕

昭和 61 年２月 ㈱ヤクルト本社 富士裾野工場
〔20.4 万㎡〕

平成８年４月 キヤノン㈱富士裾野リサーチパーク
〔27.5 万㎡〕

平成 10 年９月 矢崎総業㈱Ｙ－ＣＩＴＹ〔16.9 万㎡〕
（矢崎部品 5.8 万㎡を含む）

平成 17 年８月 トヨタ自動車東日本㈱
東富士総合センター〔4.1 万㎡〕

◆富士裾野工業団地〔34万㎡〕
平成 2 年 11 月 住友理工㈱富士裾野製作所〔12.4 万㎡〕
平成 2 年 4 月 ㈱不二家 富士裾野工場〔7.2 万㎡〕
平成 2 年 7 月 ㈱アルバック富士裾野工場〔10.6 万㎡〕
平成 9 年 2 月 藤壺技研興業㈱裾野総合工場〔3.4 万㎡〕

◆新富士裾野工業団地〔13.6万㎡〕
平成 21 年７月 トヨタ自動車東日本㈱須山工場〔3.1 万㎡〕
平成 21 年８月 トヨタ紡織㈱富士裾野工場〔６万㎡〕
平成 22 年８月 三州エッグ㈱富士裾野工場〔2.1 万㎡〕
平成 21 年８月 ㈱旭洋工業製作所須山工場〔2.2 万㎡〕

※企業名は平成 28年 10月現在で表示
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開設 50 周年　～トヨタ自動車㈱東富士研究所～
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市の沿革

昭和 27 年
4 月 1 日

小泉村、泉村が合併し裾野町へ（後に深良村・
富岡村・須山村も加わる）

昭和 35 年 工場設置奨励条例を制定
昭和 40 年 東駿河湾工業整備特別地域に指定
昭和 46 年 地方自治体３万人市制の特例で裾野市が誕生

昭和 51 年 都市計画法に基づき市街化区域、市街化調
整区域の指定

昭和 63 年 東名裾野ＩＣ、国道 246 号バイパスが開通

平成 23 年
第４次総合計画を策定し、「企業誘致の推
進」「工業用地の確保」など、さらなる産業
の発展を目指す

平成 27 年 市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定

どもたちに大人気です。子どものころ、広大なテス
トコースを走行した記憶のある方もいらっしゃるの
ではないでしょうか。８月には「富士山すその阿波

　富士山の裾野に位置するトヨタ自動車㈱東富士研
究所は、当市がまだ裾野町であった昭和41年（1966
年）11 月に開設され、今年で 50 周年を迎えます。
開設された当初は「東富士工場」という名称で、一
周 3.7 ｋｍのテストコースを利用した自動車性能試
験が中心でした。昭和 46年、裾野町が市制を施行
した同年に「東富士研究所」と名称を変更し、その
後トヨタ自動車の研究・開発拠点として発展、現在
では 3,300 人を超える社員の方が 5年後、10 年後
の新たな技術開発に日々取り組んでいます。ハイブ
リッド車や燃料電池車の研究開発も、東富士研究所
で行われていました。世界に大きなインパクトを与
えたこれら技術開発が当市で行われていたとは驚き
です。地域に密着した活動も数多くされています。
毎年夏休み期間中に「トヨタサマースクール」とし
て市内の小学 5年生を対象とした見学会を開催して
います。中でもバスによるテストコースの走行は子

おどり大会」で「トヨタ連」
として多くの社員の方が参
加し、迫力ある踊りで観客
を楽しませてくれます。そ
の他、研究所周辺の美化活
動を実施するなど、地域貢
献にも力を入れています。

事業所数・従業者数・製造品出荷額など
（従業員４人以上事業所）

トヨタというと別世界のように感じている市民の方
も少なくないと思いますが、同じ市の仲間として身
近に活動しています。
　今年で開設 50年を迎えたトヨタ自動車㈱東富士
研究所が更なる 50年に向けて活躍できるよう、市
も「企業と共に成長するまちすその」として取り組
んでいきます。
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市内の指定文化財
市には、世界遺産が１件、国指定文化財が３件、県

指定文化財が３件、市指定文化財が 14件とその他に
も指定文化財候補の文化財があります。
区　分 名　称
国指定 ●富士山（史跡・特別名勝）●旧植松家住宅

県指定 ●景ヶ島渓谷屏風岩の柱状節理●五竜の滝●木
造阿弥陀如来坐像（東京国立博物館で保管）

市指定

●頼朝井戸の森●須山浅間神社社叢●愛鷹ツツジ
原生群落●景ヶ島渓谷●富士裾野大野第２風穴
●葛山城址●葛山氏居館址●宗祇の墓所●岩波風
穴●楠林●須山浅間神社棟札●須山田向十二社神
社社叢●十里木氷穴●黒岳の自然杉群落

文化財を守りましょう！
国・県・市の指定を受けたものや博物館の展示物で

なくても、例えば地域の寺社や、そこに伝わる仏像、
書物、境内にある樹齢何年の巨木、路傍の道祖神など
の石造物も貴重な文化財です。どれも長い間大切にさ
れてきたからこそ今に残っています。まちの個性であ
り、よき伝統である文化財を、みんなで守っていきま
しょう。

ご存じですか？ 中央公園いまむかし
昔の歴史や文化を今に伝える文化財。裾野の名所で

ある中央公園には、旧植松家住宅と五竜の滝の２つ文
化財があります。先人たちが残してくれた宝物を、知
り、守り、後世に伝えていきましょう。

市の文化財展

11 月１日㈫から７日㈪までの１週間は「文化財保護
強調週間」です。文化財保護の一層の推進を図り、地域
の方々に文化財愛護意識を普及啓発します。地域の身近
な文化財に触れ親しみ、歴史や文化を学ぶ機会や文化財
を大切にする心を育むことが目的です。

生涯学習課　 992-3800

絵図で見る五竜の滝

クリスマスリース作り
の様子

ミニコンサートの様子

現在、展示され
ている旧植松家住
宅です。これは、
石脇にあった農家
住宅を移築したも
ので、国指定重要
文化財です。建築

旧植松家住宅

年代は、18 世紀以前と思われます。大黒柱を中心に
張りめぐらされた、中柱や梁

はり
が見どころです。ぜひ建

物内もご覧ください。

雰囲気を生かしてイベントなどを行うことができま
す。旧植松家住宅を利用したイベントをお考えの方は、
生涯学習課へお問い合わせください。

アシタカツツジ

木造阿弥陀如来坐像

指定文化財を中心にさまざまな文化財を紹介し
ます。展示を見学した後に、ぜひ現地を訪れてみ
てください。
とき／ 11月 10日㈭まで　９時～ 21時
ところ／生涯学習センター１階　展示コーナー
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火の元は
　　　心で用心
　　　　　　　目で確認

火の元は
　　　心で用心
　　　　　　　目で確認

11 月９日㈬から 15 日㈫までの７日間、秋季全国火
災予防運動が行われます。この運動は火災が発生しやす
い時季に、火災予防意識の一層の普及と火災発生の防止
を行い、逃げ遅れなどによる死者の減少と、財産の損失
を防ぐことを目的としています。

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

設置していますか？ 住宅用火災警報器

火災から大切な家族の命を守るため、住宅用火災警
報器をまだ設置していない方は早急に設置をお願いし
ます。火災を早期に発見することで、初期消火や通報
などの行動が早まり、近隣への延焼被害も軽減します。
全国全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付け
られています。

住宅用火災警報器を点検しましょう

警報器設置の義務化から 10年となりますが、設置
されている警報器がいざという時に正常に作動するよ
うに定期的に点検が必要です。
メンテナンス▶長く取り付けをしていると、ほこりな
どが付いて誤作動の原因にもなります。定期的に乾
いた布で拭き取りましょう。

点検方法▶警報器から下がっているひもや、押しボタ
ンがついている場合には、これらを引く、押すなど
して作動点検を行います。

交換時期▶警報器の電池交換はおおむね 10年目を目
安にしてください。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ものもあります。

消火器の危険性

古い消火器を使用すると破裂事故の起こる可能性が
あります。その原因となるのが、永年放置された古い
消火器本体の腐食が最も大きな要因です。訓練であっ
ても使用しないでください。

消火器の維持管理

・古い消火器は設置しないこと。
・高温、多湿のところに置かないこと。
・本体容器に変形や塗装が浮くなどのさびの発生がな
いこと。

・ふたは変色、変形、傷やさびが発生していないこと。
・安全栓が抜かれていないこと。
・ホースに亀裂や折れがないこと。
・点検や処分は専門業者に依頼すること。

市防火標語

３つの習慣
●寝たばこは絶対やめる。
●ストーブは、燃えやすい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、防炎物品を使用する。
●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。

7住宅防火いのちを守る　 つのポイント
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11/9 ㈬～ 15 ㈫は秋季全国火災予防運動です
消しましょう　その火その時　その場所で　（全国統一防火標語）



税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない
公共サービスや公共事業を行うための貴重な財源です。税金を
滞納すると納税している方との公平性を欠きます。

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

滞納は行政サービスの提供に支障が生じます

　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していける環境づく
りに使われます。税金を滞納すると、市の財政を圧迫
し、行政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々との公平性
も欠きます。

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、市税の徴収率の向上に
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。
税の納付が滞っている方に県と共同のチラシを封入す
るなど、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。

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あわせて未納で
あることをお知らせする、督促状などを送付します。
少額であっても、納期限までに納付されない場合は、
滞納処分の対象となります。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。

滞納処分の流れ

納税通知書の発送
納税通知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。

納税の督促
納期限が過ぎても納付されない場合は、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。

財産調査
滞納者が所有している財産を調査します。捜索（滞

納者の居住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。

財産の差し押さえ
給与、預金、生命保険、不動産などを差し押さえます。

滞納市税に充当
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。

6
2016.11.1

特集４

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？



平成 27 年度滞納処分状況

差押物件 差押件数
動産・不動産 ９
給 与・ 年 金 62
預 貯 金 203
保 険 69
そ の 他 16

合　計 359

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。
●夜間納税相談実施日
毎月第 1・第 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実施日
11 月２日・16日、12月６日～８日・21日

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。管理納税課、各支所、指定金融機関
で手続きしてくだい。

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。　※ 30万円を超える納付書
は利用できません。

平成 27 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 11,077,013 10,983,300 93,696

滞納繰越分 296,972 91,702 176,405

合 計 11,373,985 11,075,002 270,101

※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

　静岡地方税滞納整理機構は、市町と県が連携して
地方税の徴収が難しい滞納案件を、共同で専門的に
処理する機関です。弁護士と協力しながら、財産調

県と市が一体となった滞納者の徴収対策
査と滞納処分を迅速かつ確実に行います。当市でも、
静岡地方税滞納整理機構に滞納者の徴収を移管し、
成果を上げています。

地方税の滞納整理の専門機関として、弁護士と協力しながら、財産調査と
滞納処分を迅速、確実に行います。

給  料インターネット公売など 土地・建物
預  金

カメラ・時計 自動車

徴収困難な滞納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徴収金

徹底した財産調査と
差し押さえ

公売などによる
換 価 
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とき／１月８日㈰　８時～
ところ／須山小学校スタート

市民体育館
993-0303

新成人者祝賀駅伝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 11
日㈮から 12 月 11 日㈰までに市民体育館へお
申し込みください。

11/11 ㈮から受け付け開始

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
●小学男子の部　　●小学女子の部
●中学男子の部　　●中学女子の部
●一般男子の部（高校生以上）
●一般女子の部（高校生以上）
●壮年の部（年齢で 35歳以上）
※オープン参加可
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位までを表彰
●各部門の区間１位に区間賞として賞状を郵送
参加費
小中学生のみで編成されたチーム／ 1,000 円
上記以外のチーム／ 2,000 円
申込方法
市民体育館にある申込書に必要事項を記入し提出し

てください。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 11日㈮～ 12月 11日㈰

監督者会議

監督者は必ず出席してください。
とき／平成 29年１月５日㈭　18時 30分
ところ／市民体育館多目的ルーム

コース

コース構成　区間合計　21.7km

４区間（中学男子・一般男子）
第１区 須山小学校～呼子入口 5.5km
第２区 呼子入口～総合グラウンド 6.2km
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 5.1km

※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　5.2km

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 3.3km
第 1-2 区 大胡山入口～呼子入口 2.2km
第 2-1 区 呼子入口～金沢公民館前 3.2km
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～西中学校前 2.9km
第 4-2 区 西中学校前～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　　3.4km

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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新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
新春 1/8 ㈰８時　須山小学校スタート



第 17 回市町対抗駅伝競走大会が、12 月３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

どの世代も力をつけました。目標は連続入賞！

県大会で優勝し、全国大会に出場した男子高校生選
手もいます。昨年度は女子高校生選手がいないため、
力のある中学生に走ってもらいました。今年度は、ど
の世代にも力のある選手がそろいま
した。県ランキング上位者がいます。
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。

選手壮行会のご案内

選手の紹介などを行います。選手の応援にお越しく
ださい。
とき／ 11月 27日㈰　19時～
ところ／生涯学習センター 3階学習ホール

中山正之監督

第１区 3.673㎞【中堀２周】
 中学生 ･ 高校生（女子）

第２区 1.903㎞【中堀１周】
 小学生（男子）

第３区 1.715㎞【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）

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

高校生女子 一般 男子 一般 女子 40 歳以上

小学生 女子 中学生 男子

高校生 男子 高校生女子

篠原 一希
（千小６年）

平田 亜耶加
（富中２年）

今関 拳人
（亜細亜大３年）

中野 沙紀
（富中２年）

布施 里歩子
（三島北高１年）

番場 愛
あい

華
か

（富一小６年）

小澤 大輝
（韮山高１年）

永田 幸
ゆき

栄
え

（ラフィネ）

大脇 皐
こう

聖
せい

（西中２年）
根上 和樹

（富二小６年）

庄司 千恵
（東中３年）

土屋 順平
 （東海大３年）

米山 茉
ま

凛
りん

（南小６年）

庄司 恵一朗
（三島北高２年）

市川 美奈
（西島病院）

大里 凌
り ょ う

央
（加藤学園高３年）

山
やま

中
なか

嶋
じま

 秀和
（トヨタ）

加藤 聡太
（富中３年）

眞田 ひまり
（山梨学院高１年）

土屋 克巳
（会社員）

選 手 紹 介 （敬称略）

GOAL
県営草薙

陸上競技場

START
県庁
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しずおか市町対抗駅伝
12/3 ㈯　10 時スタート！
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国民年金加入者の種類と保険料の納め方

国民年金は、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 歳未満の全ての方が加入
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・フリーターや自営業などとその配偶者
保険料／月額 16,260 円（今年度）を納付書や口座振
替などで納付します。

付加保険料／申請し、月額の保険料に 400 円上乗せ
して納めると、老齢基礎年金を受給するときに、上
乗せの付加年金を受けることができます。

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。

国民年金保険料の収納業務を民間委託

国民年金保険料を納め忘れた方に対して、電話や文
書、訪問などによる納付の案内や免除などの申請手続
きの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

年金ネットで自分の年金記録を確認

11 月 30 日は、年金の日です。この機会に「ねん
きんネット」を活用し年金記録や年金受給見込額を確
認してみてはいかがでしょうか。
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／㈪～㈮　９時～19時、第２㈯　９時～17時

過去の保険料の納め忘れがある方

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）ができます。沼津年金事務所でお手続き
ください。

第１号被保険者の方で
保険料の納付が困難なとき

保険料を納めるのが経済的に難しい場合は、学生納
付特例、納付猶予、免除の制度を利用しましょう。申
請は、申請時点の２年１カ月前の月までさかのぼって
申請できます。
沼津年金事務所または国保年金課
※沼津年金事務所は、週初めは 19時まで、第２土
曜日は９時 30分から 16時まで受付可

学生納付特例制度（保険料の納付を猶予）
大学・短大・専門学校・各種学校などに在学してい
る 20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定
額以下の方
学生証（両面コピー可）または在学証明書

納付猶予制度
20 歳以上 50 歳未満の方で、本人・配偶者それぞ
れの前年所得が一定額以下の方

免除制度（全額免除・一部免除）
20 歳以上 60 歳未満の方で本人・配偶者・世帯主
それぞれの前年所得が一定額以下の方

※一部免除は保険料の一部を納付することで、残りの
保険料が免除になります。

●前年の所得が一定額を超えている場合でも、失業な
どの理由で免除などの承認を受けることができる場
合があります。離職票や雇用保険受給資格者証など
が必要です。

●各制度で承認された期間は、年金受給資格期間に反
映されますが、老齢基礎年金額を算出する場合は減
額となります。承認された期間の保険料は後から納
めること（追納）で、年金額を満額に近づけること
ができます。追納する場合は、承認された期間から
10年以内に納付してください。

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。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。

沼津年金事務所（沼津市日の出町）
921-2201

国保年金課　 995-1813

　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、民間事業者の担当者が現金をお預かり
して、領収書の発行を行うことはありません。

注意！
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11 月は年金月間
11 月 30 日（いいみらい）は年金の日です



市営墓地は、深良中学校から１km 上ったところに
あります。墓地からは、美しい雄大な富士山を眺める
ことができます。今回、既に整備が済んでいる 92 区
画の使用者を募集します。申込受付期間は、12 月６
日㈫までで、引き渡しは１月下旬ごろになります。

生活環境課
995-1816

募集区画は 92 区画

３平方メートル【標準タイプ】／ 91区画（１号墓域
▶２区画、２号墓域▶１区画、３号墓域▶ 88区画）

６平方メートル【倍区画タイプ】／１号墓域▶１区画
※４～９号墓域は未完成

対象者は市や近隣市町に住民登録がある方
市内に通勤している方

次のいずれかに該当する方が対象です。
●市に住民登録があり、市内に墳墓を持っていない方
●沼津市、三島市、御殿場市、長泉町、清水町、小山
町に住民登録をしている、または市内の事業所に勤
務している方で、市内に墳墓を持っていない方

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

申し込みは 12/6 ㈫まで

申込方法
生活環境課、各支所（深良、富岡、須山）にある墓

所使用申込書に必要事項を記入し、住民票（市外に住
み、市内事業所に勤務している方は勤務証明書も必要）
を添付して生活環境課へ直接提出してください。
墓所使用申込書は、市公式ウェブサイトからダウン

ロードできます。
申込受付期間
12 月６日㈫まで　９時～ 17時
※土・日曜日、祝日を除く

使用区画抽選会

申し込んだ方は、出席してください。
とき／ 12月 14日㈬　14時～
ところ／市役所　402 会議室

引き渡しは１月下旬ごろ

抽選会で使用区画が決定したら、墓所使用許可申請
書を提出し、永代使用料と管理料を納付してください。
市から墓所使用許可証が送られ、引き渡しとなります。
引き渡しは、１月下旬ごろになります。墓所の使用を
急ぐ方はご相談ください。

永代使用料と管理料は
墓所使用許可申請をするときに納付

墓所使用許可申請をするときに、永代使用料と管理
料を納付してください。墓所の使用が許可された方に
は、実際に使用していない場でも、毎年管理料がかか
ります。
一度、納付された永代使用料と管理料は返金しませ

ん。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年以内に変換する場合は、永代使用料の２分
の１を返金します。

３㎡（標準） ６㎡（倍）

永代
使用料

市に住民登録
がある方 430,000 円 860,000 円

市外に住民登
録がある方 570,000 円 1,140,000 円

管理料（年間） 5,140 円 10,280 円

使用申し込みから引き渡しまで

墓所使用申込書の提出（12/6 ㈫まで）

抽選会・使用区画の決定（12/14 ㈬）

墓所使用許可申請　永代使用料・管理料の納付
（12/15 ㈭～１/16 ㈪）

墓所使用許可書の発行・引き渡し
（１月下旬）
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市営墓地　92 区画の墓所使用者を募集
申込受付は 12/6 ㈫まで
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インフォメーション

Information

市民無料相談

11 月 21 日㈪　10時～ 12時
※受付▶ 11時 40分まで
市役所４階会議室
●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

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
資金の貸付を行っています。

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 22日㈭
申請書類提出後に面接を行いま
す。
子育て支援課　995-1841

東部わかちあい　すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

11 月 19 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター
054-286-9245

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。

11月 29日㈫　10時～ 12時
北児童館
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

J-ALERT の自動放送試験

J-ALERT を活用した全国一斉
緊急地震速報訓練が行われます。
当市でも広報無線「広報すその」
で試験放送を実施します。

11月４日㈮　10時ごろ
放送内容／「ただ今から訓練放送
を行います」「緊急地震速報。
大地震です。大地震です」「こ
れで訓練放送を終わります」と
緊急地震速報チャイム音
危機管理課　995-1817

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
山の絵の中から、各学校で選ばれ
た作品 176 点を展示しています。

12月 28日㈬まで
開館時間／９時～ 16時 30分
富士山資料館

入館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円

休館日／月曜日、祝日の翌日　　
※土・日曜日、祝日は開館
富士山資料館　998-1325

南堀区でコミュニティ助成事業を活用して防災対策

危機管理課　995-1817

㈶自治総合センターでは、宝くじの社会貢献事業として、宝くじの
受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を実施しています。この
助成事業で、南堀区自主防災会では、発電機やバルーン投光器、ポー
タブル水洗トイレなど防災備蓄を整備しました。
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

合同就職面接会

11 月９日㈬
13時 30分～ 15時 30分
市民文化センター多目的ホール
市内または周辺市町に住んでい
る方でハローワークに求職登録
している方　※事前にハロー
ワークに求職登録をしてくださ
い。登録は、ベルシティ裾野店
内ハローワークプラザすそので
できます。
商工観光課やハローワークで配
布している案内チラシの参加申
込書に必要事項を記入し、面接
会当日に会場の受付へお持ちく
ださい。
商工観光課　995-1857

　ハローワーク沼津　918-3711

冬の野鳥ミニ観察会

　富士山資料館周辺で見られる冬
の野鳥を観察する初心者向けの観
察会です。申し込みは不要です。
当日、会場へお越しください。

11月 27日㈰　９時 30分～
　２時間程度�
富士山資料館敷地内とその周辺

　※雨天時▶学習室
講師／滝道雄さん（日本野鳥の会
東富士副代表）
双眼鏡または望遠カメラなど

（お持ちの方）、暖かい服装
●雨天の場合は、スライドで野
鳥を紹介します。●車でお越し
の方は、富士山資料館東側の第
２駐車場をご利用ください。
富士山資料館　998-1325

県最低賃金の改正

　県の最低賃金が 10月５日㈬　
に改正されました。
県最低賃金／ 807 円

静岡労務局賃金室
　054-254-6315

国保高齢受給者証交付会

　12 月１日㈭から対象となる方
に、受給者証を交付します。

11月 24日㈭
　10時 20分～ 11時 30分�
福祉保健会館研修室
昭和 21 年 11 月２日～ 12 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 29 年成人式

　対象の方には、12 月上旬に案
内状を送付します。届かない方は、
ご連絡ください。

平成 29 年１月８日㈰　10 時
30分～　※受付▶９時30分～
市民文化センター
平成８年４月２日～平成９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

平成 28 年分の年末調整等説明会と
青色申告決算説明会を開催

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 21 日㈪ 御殿場市民会館「ふじざくら」
交流ホール（御殿場市萩原）

11 月 22 日㈫ 裾野市民文化センター
多目的ホール

11 月 24 日㈭・25 日㈮ 沼津市民文化センター
小ホール（沼津市御幸町）

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 13時です。
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）
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インフォメーション

Information

アルコール依存相談

　専門の相談員が応じます。秘密
は厳守します。

11月 14日㈪・28日㈪
13時～ 16時（１回 45分）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前の週の金曜日

県精神保健福祉センター
054-286-9245

御宿台保育園などの指定管理者

　市では、民間活力による利用者
サービスの向上のため、指定管理
者を募集します。
対象施設／御宿台保育園、北児童館
募集期間／ 11月 16日㈬まで
市公式ウェブサイトにある募集
要項などを確認し、子ども保育
課へお申し込みください。
子ども保育課　995-1822

普通救命講習会

11 月 19 日㈯　９時～ 12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

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
る全国共通の研修です。
１日目▶平成29年１月16日㈪
　９時 45分～ 15時 30分
２日目▶平成29年１月19日㈭
　10時～ 16時
１�日目▶三島商工会議所大会議
室（三島市一番町）

　２�日目▶三島市民文化会館大会
議室（三島市一番町）

県内に住んでいるか通勤してい
る方で、地域で保育や子育て支

援などの仕事に関心があり、県
内で保育や子育て支援分野に従
事することを希望している方ま
たは従事している方
500 円（資料代）
県こども未来課のホームページ
をご覧になり、郵送でお申し込
みください。
11月 10日㈭～ 30日㈬
㈱東京リーガルマインド静岡支
社内子育て支援員研修事務局

　054-255-5001
http://www.pref.shizuoka.
jp/kousei/ko-130/kensyu/
kosodatesienin.html

テーマ／「元気」作って元気、
見て元気、食べて元気

応募条件／●１段 500～ 600
ミリリットルの弁当箱を使用
すること●市の地場産物や旬
の食材を１種類以上取り入れ
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（材料費は上限 500 円、
調理時間は約 90 分が目安）
●第３者の著作権などの権利
を侵害しないこと

賞品／●最優秀賞（１点）

▲

賞
金２万円●JAなんすん賞（１
点）

▲

賞金５千円●優秀賞（３
点）

▲

賞金３千円●参加賞（全
員）

▲

すそのんクリアファイル

12 月 11 日㈰に生涯学習セ
ンターで行われる２次審査で
調理できる方　※家族やグ
ループなどでも応募できます。
11月 25日㈮
１人何点でも応募できます。
２次審査に同一人物の作品が
複数点選ばれることはありま
せん。
戦略広報課にある申込用紙に
必要事項を記入し、写真を添
付して提出してください。　
※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。
戦略広報課 995-1802

“ すそのん ” をイメージした弁当
（レシピ・写真）を募集しています。

すそのんキャラ弁コンテスト
元気になる弁当を募集！

すそのんキャラ弁コンテスト
元気になる弁当を募集！
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お知らせ

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）、伐採作
業の安全衛生講習（大径木対
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（TWI３科）

　●パソコンコース▶パソコン入
門（ビギナーズコース）、ワード・

エクセル基礎、ワード・エクセ
ル活用、夜間パソコン入門（ビ
ギナーズコース）、夜間ワード・
エクセル基礎、夜間ワード・エ
クセル活用、夜間デジタルカメ
ラ●カルチャーコース▶フラ
ワーアレンジメント、手作り木
綿ぞうり教室、絵画教室、アロ
マ教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

男性介護者交流会

11 月 26 日㈯　13時 30分～�
福祉保健会館３階会議室
介護している男性の方
11月 24日㈭

介護家族の会
　090-1984-9977（杉山）
　社会福祉協議会 992-5750

脳いきいき教室（３コース）

12 月９日㈮・22 日㈭・平成
29 年１月５日㈭、12 日㈭・
19日㈭・26日㈭

　13時 30分～ 15時 30分
富岡コミュニティセンター
65 歳以上の市民の方で、６回
全てを受講できる方
30人（先着順）
認知症への知識を深め、予防へ
つなげます。
飲み物、タオル、筆記用具
11月７日㈪～ 12月２日㈮

介護保険課　995-1821

陶芸講座

11 月 22 日㈫・23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
20人（先着順）
皿や茶わんなど自分の作りたい
ものを作ります。
受講料400円、材料費3,000円
11 月５日㈯９時～ 13日㈰ 20
時
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

　運動公園と市民体育館の指定管理者が教室を開催します。
【運動公園】 申込締切▶ 11月 25日㈮　教室開始▶ 12月９日㈮

教室名 と　き 対　象
硬式テニス① 水曜日 13：00 ～ 14：30

18 歳以上の方
硬式テニス② 木曜日 10：00 ～ 11：30
ジュニア
ベースボール 水曜日 16：30 ～ 18：00 小学３～６年生

キッズラグビー 土曜日 16：00 ～ 17：30 小学１～３年生

【市民体育館】 申込締切▶ 11月 23日㈬　教室開始▶ 12月７日㈬
教室名 開催日 対　象

卓球（初球） 月曜日 ９：30 ～ 11：00 18 歳以上の方
生き生き健康体操 月曜日 11：10 ～ 12：10 40 歳以上の方
すこやか体操 火曜日 13：30 ～ 15：00

18 歳以上の方
ヘルスアップ 火曜日 19：00 ～ 20：30
エンジョイリズム 木曜日 ９：30 ～ 11：00
硬式テニス 水曜日 10：00 ～ 11：30
幼児体育クラス 月曜日 14：55 ～ 15：55 年中～年長児
児童体育クラス 月曜日 15：55 ～ 16：55 小学１～５年生
ジュニア卓球 火曜日 17：30 ～ 18：45 小学４～６年生

親子健康体操 水曜日 13：30 ～ 14：30 １歳半～３歳児
とその保護者

キッズダンス 木曜日 16：15 ～ 17：15 ４歳以上の
未就学児

ジュニアダンス 木曜日 17：30 ～ 18：45 小学生

参加料がかかります。初回参加時にお支払いください。
エアロビクスやヨガなど申し込み不要の教室もあります。

運動公園　997-7277、市民体育館　993-0303

運動公園・市民体育館教室の参加者を募集
定期的な運動で体力づくり！
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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 父が葬儀費用について生前契約をしていた。
実際に葬儀をしたところ、契約金額の範囲内

ではできないと追加料金を請求された。納得できな
い。

Ａ 生前契約に含まれていない項目が別料金とし
て請求されたものと考えられます。ひつぎや

花、料理などをグレードアップすると追加料金が発
生します。
　契約時の想定より参加者が増えると追加費用が発
生します。トラブルを防ぎ、後悔しない葬儀にする
ために、事前に情報収集し「契約に含まれている項
目は何か」「含まれていない項目は別料金なのか」
をよく確認して契約しましょう。

健康食品と情報
　機能性表示制度ができて、健康食品業界のコマー
シャルはいっそう激しくなっています。以前はその
食品がいかに「おいしいか」が強調されていました
が、今は食品の機能がいかに「健康に良いか」が強
調されています。それを摂取し続けると膝の痛みが
取れたり、目がすっきり見えるようになったり、が
ん予防ができたり、健康に関する悩みがどんどん解
消されていく錯覚に陥ります。食に関する情報はあ
ふれていますが、これさえ食べていれば安心という
食品はありません。
　バランスのとれた食事や適度な運動、休養が基本
で、健康食品はあくまでも補助的な利用にとどめ、
健康被害や効果が期待できない食品を買い続ける経
済的被害に注意しましょう。消費生活センター

995-1854

冬季囲碁入門・初心者教室

11 月 19 日・26日、12月３日・
10 日・17 日の土曜日　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
25人（先着順）
子どもから大人まで、みんなで
囲碁を楽しみます。
500 円

11月５日㈯９時～13日㈰20時
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

暮らしのガイドブック
掲載広告

市役所での各
種手続きや地域
情報を掲載する
「暮らしのガイ
ドブック」を、
民間業者の㈱�

サイネックスと協働発行します。
この冊子は、市内事業者の皆さん
の広告掲載料をもとに発行します。
広告の掲載を希望する方は、㈱

サイネックスへお問い合わせくだ
さい。
募集期間／ 12月ごろまで
冊子配布日／平成 29年４月以降
（市内全世帯に配布）

㈱サイネックス静岡支店
　053-452-8753
　戦略広報課　995-1802
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Health

11 月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
●�急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
●�夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。

●�疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。 裾野赤十字病院

992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

土日見学会、開催 !
＊その他の曜日で見学ご希望の方は、
下記よりお問合せください！

モデルハウス公開中!

日（曜日） 時　間
 １日㈫　 17:00 ～ 19:45
 ８日㈫※  9:00 ～ 11:30
15日㈫　 13:00 ～ 15:30
24日㈭※  9:00 ～ 11:30

※はC型肝炎検査もできます。

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

８日㈫
９:00～９:15

平成28年５月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

15日㈫
13:00～13:30

平成27年５月
生まれの方

２歳児
親子教室

22日㈫
９:00～９:15

平成26年10・11月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

10日㈭
13:00～13:15

平成26年５月
生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭
13:00～13:30

平成25年11月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
7・14・21・28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

28日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

24日㈭
18:00～18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

21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

７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

９日㈬・25日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

７日㈪・24日㈭
13:30～15:30

こころの悩みに関す
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 内科 内科 内科
6 7 8 9 10 11 12

内科 外科 内科 内科 整形 内科 内科
13 14 15 16 17 18 19

整形 内科 内科 内科 内科 整形 内科
20 21 22 23 24 25 26

内科 外科 内科 内科 内科 内科 整形
27 28 29 30

外科 内科 内科 外科

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
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今月の救急協力医

11 月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈬ あそうクリニック 929-7575 筒井町 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

17 ㈭ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

18 ㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

20 ㈰

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

21 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈬

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

杉山病院 963-4114 錦町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 瀬尾記念・

慶友病院 935-1511 下香貫
　島郷

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

　馬場

25 ㈮ 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 遠藤クリニック 975-8801 久米田 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

26 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈰

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 東医院 921-5520 高沢町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 田中医院 921-2053 高島町

おぐち医院 992-6611 深良 遠藤クリニック 975-8801 久米田
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11 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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

田中産婦人科医院
971-3541 中央町　

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿　　

23 ㈬ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

永井眼科
980-1777 萩　　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

なかがわ歯科
973-7777 長沢　　

27 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

岩端医院
962-1368 大手町　

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

日 内 科 外 科 小 児 科

28 ㈪ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

29 ㈫ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

30 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 頴川医院 921-5148 高島本町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

●救急協力医の変更／ 11月３日㈭の耳鼻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：わかばやし耳鼻咽喉科（933-3311 御幸町）
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富士山資料館 998-1325

レ・フレール
「ノエル・ド・キャトルマン 2016」

とき／ 12月４日㈰ 16時～　※開場▶ 15時 30分
曲目／�ノエル・ド・キャトルマン（クリスマスメド

レー）、そりすべり
料金／�全席指定（税込）一般▶ 5,000 円、高校生

以 下 ▶ 3,500 円、
ペア券▶ 9,500 円
（２枚１セット）

　　　※�３歳以下で膝上
鑑賞の場合１人
まで無料

45th Anniversary
イルカ ほのぼのコンサート

とき／ 12月 24日㈯　16時～
　　　※開場▶ 15時 30分
料金／全席指定（税込）
　　　一般▶ 5,500 円
　　　ペア券▶ 10,000 円
　　　（２枚１セット）
　　　※未就学児の入場
　　　　はできません。

大野原周辺での炭焼き

大野原周辺の村々で盛んに行われた炭焼きについ
て須山村を例に紹介します。
左下の古文書は 1798 年、須山村の名主から小田

原藩の役人に出された引受書です。当時小田原藩領
の村々の林は藩の所有（地頭山）となっていました。
この書類から次のようなことが分かります。
●炭にするのは雑木に限り、留

とめ
木
ぼく
（伐採を禁止さ

れている木）は小さくても切ってはいけない。
●炭焼きは、10月から２月までは寒いので、３月
から９月までに行われ、火の用心を心がけていた。
●炭

すみ
竈
がま
１つで、６貫目の炭を 25俵ずつ１カ月５

度焼いていた。
●主に十里木を通って吉原宿に出していた。
●炭１俵につき、銭 16文の運上金がかかった。

村々が炭焼きで収入を得ていたことが分かります。

鈴木加奈子さんと日奈子さんは、富岡中学校３年
生の双子の姉妹です。小学２年生のとき統計グラフ
を始め、一昨年は県知事賞、今年は県統計協会会長

賞など４回の受賞歴があります。
テーマは、毎年２人でその年に興味があることを

出し合い決めています。今年は“進め�繋げ�農業
IN�ふじのくに”。野菜が好きで、ジュニア野菜ソ
ムリエの資格を持つ日奈子さんが在来野菜について
調べてみたいということで決めたそうです。「タイ
トルの“進め”には第六次産業化が進むように、“繋
げ”には在来野菜が未来に受け継がれていくように
との思いを込めてタイトルをつけました」と２人は
話します。
　「グラフの作成は、線が少しでもずれてしまうと
グラフが変わってしまうので下書きを丁寧に書くこ
とが、時間がかかり大変でした」と振り返ります。
統計グラフを作成して良かったことを尋ねると

「授業で習うグラフの書き方などを友達に教えるこ
とができたことです」と加奈子さん。日奈子さんは
「資料の調べ方が学べたことです」と語ってくれま
した。

県統計グラフコンクールで４回入賞
鈴木 加奈子さん（左）鈴木 日奈子さん（右）

（御宿新田・14 歳）

（須山区有文書）

覚
（炭焼き先納金）

差上申御請證文之事
（炭焼き願い）

993-9300

NAVI
11月の休館日
７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪
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市民意識調査は、市民の皆さんの意識を市政運営に反映させるため、
政策立案の基礎資料として活用することを目的に、平成 16 年度から
毎年実施しています。今年度は、７月１日㈮から 19 日㈫まで 1,000
人を対象に調査を実施し、443 票の回答がありました。

企画政策課
995-1804

調査地域／市全域
対象／ 20歳以上の無作為に抽出した市民の方 1,000
人

期間／７月１日㈮～ 19日㈫
調査方法／郵送配布、郵送回収
回収状況／ 443 票（回答率 44.3%）

市政全般についてどの程度満足していますか
（○は 1 つ）

市政全体の評価は、「満足している」「まあ満足して
いる」を合わせた割合は 28.5％、「やや不満である」「不
満である」を合わせた割合は 20.3％でした。

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

年度ごと比較すると…

「満足している」「まあ満足している」を合わせた割
合は、平成 26 年度に 22.1% と落ち込んだものの、
平成 27 年度に 27.5%、今年度は 28.5% と増加しま
した。

0
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15

20

25

30

28 年度27年度26年度25年度24年度

26.526.5

22.322.3 22.122.1

27.527.5 28.528.5
（％）（％）

■まあ満足している■満足している

6.26.2
2.22.2 1.61.6

3.33.3
2.32.3

20.320.3 20.120.1 20.520.5
24.224.2 26.226.2

調査概要

調査結果（抜粋）

0

満足している

（％）

まあ満足している

どちらともいえない

やや不満である

不満である

わからない

無回答

10.0 20.0 30.0

2.32.3

26.226.2

26.426.4

12.612.6

7.77.7

8.18.1

16.716.7

28.5％

20.3％

回答者数／ 443
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市民意識調査結果
市政全般への満足度は昨年度に続き増加



市の行う事業や行政サービスで
満足しているものは何ですか（○はいくつでも）

今年度調査では、最も回答が多いのは、「ごみの分
別収集、ごみの減量化やリサイクル」で、次いで「良
質な水の安定供給」、「救急や休日の医療」、「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」
となっています。
� （%）

順位 項目 平成28年度 平成27年度
（ ）内は順位

1
ごみの分別収集、
ごみの減量化やリ
サイクル

49.7 51.6(1)

2 良質な水の安定供
給 46.3 45.1(2)

3 救急や休日の医療 30.9 28.8(6)

4
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

27.8 32.7(5)

5 市民の健康づくり
への支援 27.3 33.4(3)

【定住の意向】
これからも裾野市に住み続けたいと思いますか

（○は１つ）

これからも裾野市に「どちらかといえば住み続けた
い」41.8％、「ずっと住み続けたい」36.8％を合わせて、
約８割が住み続けたいと回答しました。「いずれは他
の地域に転出したい」「他の地域に転出したい」は合
わせて 12.0％でした。
� （%）

今後、市が行う事業や行政サービスで
充実すべきものは何ですか（○はいくつでも）

今年度調査では、最も回答が多いのは、「高齢者へ
の支援」であり、次いで昨年度高かった、「バス路線
や便数」、「駅周辺の整備」、「鉄道の列車本数、駅舎の
使いやすさ」、「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」となっています。
� （%）

順位 項目 平成28年度 平成27年度
（ ）内は順位

1 高齢者への支援 40.2 39.4(11)
2 バス路線や便数 38.6 54.6(1)
3 駅周辺の整備 35.7 53.9(2)

4 鉄道の列車本数、
駅舎の使いやすさ 31.4 52.7(3)

5
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

30.9 52.1(4)

【土地利用への意識】
現在の土地利用について、

あなたの考えに最も近いのはどれですか
（○はいくつでも）

市の現在の土地利用について、「空き家や空き地な
どが増えている」が最も回答数が多く、次いで「農地
の荒廃が目立つ」、「河川・水路の荒廃が目立つ」、「市
街地の無秩序な開発が目立つ」となっています。
� （%）

0 10 20 30 40

無回答

山林・原野などの開発が目立つ

宅地と工業地の混在が著しい

農地の無秩序な開発が目立つ

農地と宅地の混在が著しい

現状に満足している

市街地の無秩序な開発が目立つ

河川・水路の荒廃が目立つ

農地の荒廃が目立つ

空き家や空き地などが増えている 34.3

31.4

18.3

16.9

13.5

13.1

9.3

6.3

3.4

12.9

78.6％78.6％

0 10 20 30 40 50

無回答

わからない

他の地域に転出したい

いずれは他の地域に転出したい

どちらかといえば住み続けたい

ずっと住み続けたい 36.8

41.8

8.4

3.6

7.4

2
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企画政策課
995-1804

当市では、豊かな自然環境と産業集積の進んだ強みを生かし、人口減少時代
の中でも、住み続けたいと思えるまちづくり、子育てがしやすく子どもが多い
まちづくりに向けて、「市まち・ひと・しごと創生」の取り組みを推進してい
ます。市のまち・ひと・しごと創生の取り組みは、市公式ウェブサイトで随時
情報を発信しています。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/sousei/

当市のまち・ひと・しごと創生のポイント

今年度のまち・ひと・しごと創生の取り組み

1.「住みたいまち裾野」のまちづくり 共生

誰もが住みたくなるまちであるため、自然環境と
産業が高水準でバランスを保つ、裾野市らしいデ
ザインのまちづくりを進めます。

2. すべての起点となるひとづくり 共育

人と人との関係がいつまでも豊かで、子育てに優
しく、多様なライフスタイル・ワークスタイルが
実現できる地域づくりを進めます。

3. まちやひとを豊かにする産業づくり 共栄

グローバル経済圏で活動する企業、地域資源を活
用する地域産業が活躍し、誰もがチャレンジでき
る産業づくりを進めます。

まち・ひと・しごと創生の取り組み　3 つの基本目標人口の将来展望

1．「住みたいまち裾野」のまちづくり “ 共生 ”

2060 年に人口 5.2 万人程度確保し、2080 年以降、
5万人程度で安定する地域社会を目指します。

40,000
2010 2025 2040 2055 2070 2085 2100

（年）

（人）

45,000

50,000

55,000

現在のまま人口が
推移すると……

創生の取り組みを
講じることで……

●新エネルギー機器等導入の促進
環境負荷を低減し、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
器の購入を助成しています。
⇒今年度４月から８月まで
に、52件の新エネルギー機器設置住宅を創出

●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、市内立地企業と
大規模災害時の支援体制
を構築しています。
⇒昨年度から 11社と協定締結

●集約都市形成に向けた基礎調査
人口減少・高齢化社会に対

応できる持続可能なまちづく
りを実現するため、コンパク
トなまちづくりと、交通ネッ
トワーク形成に向けた基礎調
査を実施しています。

●未利用地の宅地化促進
市街化区域の未利用地の

宅地化を図るため、一定規
模以上の優良な宅地分譲に
助成しています。
⇒平成 24 年度の事業開始
から今年度８月までに、235 区画を創出
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市まち・ひと・しごと創生の取り組みの進捗状況
人口減少時代にあっても活力ある、持続可能な地域づくりを目指して



2．すべての起点となるひとづくり “ 共育 ”

●豊かな心を育むきめ細やかな教育を推進
▶小学校に１～２人の特別支援員を配置
▶学習支援、生活支援を目的に小・中学校に非常勤講
師を派遣

▶少人数指導などの推進に向け、小・中学校に学力向
上支援員を配置

▶自主学習の支援のため、小・中学校に学力向上ボラ
ンティアを配置

●みんなで子育てするまちづくりの推進
既婚者の希望する子どもの人数 2.55 人を実現する

ため、年代や性別に関わらずみんなで子育てするまち
の機運を盛り上げるため、ファミリーキャンパス裾野・
長泉、英語DEリトミックなど各種イベントを展開し
ています。

●市民活動センターの展開
市民活動センターによ

る市民活動団体への中間
支援を強化し、情報提供
や法人化などを含む相談、
活動支援にあたります。

●幼児の外国文化とのふれあいの機会創出
幼稚園・保育園に外国

語指導助手（ALT）を
派遣し、幼少期から外国
語や外国の文化に親しむ
機会を創出します。
⇒昨年度に 217 回、今
年度８月までに 87 回の
派遣
●児童生徒の “ ほんもの ” とふれあう機会創出
優れた芸術文化やアス

リートなどその道のトップ
ランナーとふれあうことで、
児童生徒の新たな学びの機
会を創出します。
⇒今年度８月までに、約
1,400 人の児童生徒が体験●放課後児童室の運営を強化

保護者が昼間家庭にいない児童を預かる放課後児童
室で、利用者の多様なワークスタイルづくりをサポー
トするため、市内９室で開室時間を 19時まで延長し
ました。

3．まちやひとを豊かにする産業づくり “ 共栄 ”
●産業連携地域プラットフォームの構築 ●中小企業の取り組み支援「Suso-biz（スソ・ビズ）」

●地域農業の担い手支援 ●地域特産作物の活性化支援

立地企業、地元企業・
事業所、農家など分野
を超えてオープンに対
話する場としての産業
基盤を構築します。
⇒産業創生協議会を今
年 10月に設立

セミナーや個別経営
相談会を実施し、中小
企業や個人事業者、起
業を目指す方のチャレ
ンジをサポートします。
⇒今年度８月までに
43件の相談対応

高齢化する地域農業
の新たな担い手の確保
に向け、認定農業者や
今後の地域で中心とな
る農業者の販路拡大、
設備投資などに助成し
ます。

競争力のある特産作
物の創出に向け、地域
戦略作物に指定する作
物の生産を支援します。
⇒今年度８月までに、
そば、薬草を約 15 ヘ
クタール作付け

⇒今年度８月までに、５件の取り組みに助成
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障がい福祉課
995-1820

12 月３日㈯から９日㈮までは、障がい者週間です。障がいに対する
理解を深め、障がい者があらゆる分野で活躍することを後押しします。

障がいに関することは、相談支援センターや障がい者相談員に気軽に
ご相談ください。

相談体制を充実

当市では、障がい者やその家族の方からの相談体制
の充実を図っています。困ったことがあれば、ご相談
ください。

【市内相談支援事業所】
主に、障がい福祉サービスの利用やそれに係る調整

を行います。
●相談支援センターうぐいす（福祉センター佐野内）

993-1455　 993-1127
●相談支援事業所サポートセンターしゃきょう（福祉
保健会館２階）　 995-2332　 993-5909

【障がい者相談員（敬称略）】
身近な地域の相談員として、気軽にご相談ください。
●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�正三郎　 993-0248
髙草�昌子　 992-1786
荻野�政信　 992-5503（ファクスのみ）

●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
文
ぶん
　 993-4483

障がい者も自然に生活できるように
相談支援事業所では、地域での生活や家族関係、

仕事に関することなど幅広い相談に応じます。障
がい者が社会で自然に生活できるようにサポート
します。民生委員やヘルパー、施設、行政などと
連携して、一人ひとりに合ったサービスを考えま
す。
相談をするまで、壁があるのではないでしょう

か。「こんなこと相談して良いのかな」という気
持ちがあって相談できずに悩み続けている方もい
るかもしれません。相談員は、軽々しくはねのけ
たりしません。１つ１つの相談に、相談者の気持
ちにより添って対応します。ささいなことでも気
軽に相談してください。

現在、裾野市・三島市・伊豆の国市・長泉町・
清水町・函南町の３市３町で自立支援協議会を設
置しています。この協議会では、地域から出され
た困難事例をもとに主に地域子育て支援部会、就
労部会、災害対策ネットワーク部会、地域くらし
部会、地域生活支援事業検討部会の５つの部会が
設置されています。各部会に分かれてそれぞれ困
難事例を通し、課題について検討・研究・調査・
提案を行っています。
３市３町の協議会は今年度で解散し、来年度か

ら当市単独で協議会を設置
します。来年度の協議会設
置に向けて、自立支援協議
会設立準備会を設置しまし
た。市内の障がい福祉団体
や障がい福祉事業所が中心
となり検討を重ねています。

しゃきょう 今野さん うぐいす 奥野さん

駿豆地区障がい者自立支援協議会
単独協議会への移行

駿豆地区障がい者自立支援協議会
単独協議会への移行
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12/3 ㈯～９㈮は障がい者週間
相談支援事業所や相談員がサポート



来て！みて！共感！！
ハートつながる　障がい者週間

障がい者の方は有料道路の
通行料金が割引されます

障がい者週間にあわせ、イベントや啓発活動を行い
ます。

【障がい者週間イベント】
　「市内に障がい者の事業所ってどんなところがある
の？」「市内の障がい者団体ってどんな活動をしてい
るの？」などの疑問にお答えします。普段の活動の一
部を垣間見ることができます。また、相談窓口も設置
します。予約は不要です。
とき／ 12月３日㈯　９時 30分～ 15時 30分
ところ／市民文化センター２階展示室、１階エントラ
ンスホール

内容／市内の障がい福祉団体や事業所によるパネル展
示と相談ブースの設置、障がい福祉事業所による授
産製品の販売、スタンプラリー

その他／同会場で保育生活展が開催されます。保育生
活展と障がい者週間イベントの両方に参加した子ど
もに記念品をプレゼントします。

【障がい者週間啓発活動】
　市内の障がい福祉団体が啓発活動を行います。
とき／ 12月６日㈫　11時 30分～
ところ／市役所玄関前、マックスバリュベルシティ裾
野店入口付近、マックスバリュ裾野店入口付近

参加団体／市内障がい福祉団体、障がい福祉事業所、
相談支援事業所など

自立と社会経済活動へ
の参加を支援するため、
全国の有料道路事業者が
有料道路における障害者
割引制度を設けています。
障がい者の方が有料道路
を利用する場合、通行料
金が割引されます。
対象者／●障がい者本人が運転する場合▶身体障害者
手帳をお持ちの方
●障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が
乗車する場合 ▼身体障害者手帳「旅客鉄道株式会社
旅客運賃減額　第１種」をお持ちの方または療育手
帳Aをお持ちの方

対象自動車／１人１台
割引金額／通常料金の半額
割引有効期間／●新規申請、変更申請▶申請した日か
らその後の２回目の誕生日まで
●更新申請（有効期限２カ月前から有効期限前日ま
での申請） ▼更新した日からその後の３回目の誕生
日まで

申請方法／次の書類を障がい福祉課へお持ちになり、
申請してください。

【ETC を利用する場合】
●身体障害者手帳または療育手帳
●自動車検証または軽自動車届出済証
●運転免許証（障がい者本人が運転する場合のみ）
●障がい者本人名義の ETCカード
● ETC車載器の管理番号が確認できるもの（ETC
車載器セットアップ申込書・証明書など）

【ETC を利用しない場合】
●身体障害者手帳または療育手帳
●自動車検証または軽自動車届出済証
●運転免許諸証（障がい者本人が運転する場合のみ）
その他／更新申請は、割引有効期限の２カ月前からで
きます。必ず更新をお願いします。更新申請を行わ
ずに割引有効期限を過ぎた場合には、この割引制度
は適用されず、通常料金の支払いが必要になります。
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市政有功賞

市長表彰式が 10 月 12 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 1 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

中野 新一さん
（田場沢）

多年、固定資産評
価審査委員会委員と
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。

地方自治功労

長澤 由美子さん
（本茶）

多年､ 婦人会活
動に尽力し、婦人
会長として組織の
育成強化や社会福
祉の向上に寄与し
ました。

社会福祉功労

有功善行賞

スルガ銀行株式会社（沼津市）
寄付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

渡邉 美也子さん
（水窪）

多年、児童福祉
の向上などに尽力
し、人権擁護委員
として地方自治の
進展に寄与しまし
た。

地方自治功労

8
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フィルム・コミッション活動紹介や
ロケ支援作品ポスターなどのパネル展

この夏大ヒットした宮藤官九郎
監督『TOO�YOUNG��TO�DIE ！
若くして死ぬ』パネルをはじめ、
これまで市内で撮影された映画や
ドラマなどのポスターや台本、出
演者の色紙などを展示します。

話題の若手監督作品
　　　　　  『父の結婚』
出演／ソニン、板尾創

つく
路
じ
�他

ストーリー／化粧品店に勤める笹
　野青子は、父の再婚を祝うため
　に実家に戻る。だがそこで待っ
　ていた “花嫁 ”はなんと…！？
　さらに再婚相手は青子もよく知
　る人物で、バツ２の子持ち！？
　青子は父の結婚を認めることが
　できるのか？

市ロケ支援作品
　　　　『はなくじらちち』
出演／森下能幸、黒川芽以、夙

しゅく
川
がわ

　アトム�他
ストーリー／ 15年前に家族を捨
　てホームレスとなった哲治は、
　女子プロレスラーになった娘の
　花と再会する。花と一緒に来た
　マネージャーの鯨は、花の恋人。哲治が日雇い仕
事として返却するはずの乗り捨てレンタカーで３
人の旅が始まる。旅の果て、思い出の地で明かさ
れる哲治が蒸発をした理由とは――

戦略広報課
995-1802
992-1546

〒 410-1192佐野 1059番地

市ロケ支援作品の台本やポスター、出演者の色紙の展示、フィ
ルムコミッションの活動などを紹介します。映画上映会＆トー
クイベントへの参加を希望する方はお申し込みください。

12 月４日㈰　13時 30分～　※開場▶ 13時
生涯学習センター学習ホール、展示コーナー

映画上映会＆トークイベント

●市内ロケ作品２作品、若手監督作品１作品の上映
　●若手監督トークイベント「映画を楽しもう！」

80組（160 人）　※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申し込むか、
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ロケフェスタ
2016 係へお申し込みください。
11月 25日㈮
●応募は１人につき１回のみ有効です。

　●当選者は入場券の発送をもって発表とします。

主な上映作品は今年公開の作品主な上映作品は今年公開の作品

堀江 貴大
監督

ふくだ ももこ
監督

(c)2016 VIPO(c)2016 VIPO

文化庁委託事業「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2015」完成作品

トークイベントには
両監督が登場！

9
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今月の写真

今月の一枚 This month's best shot

タスキをつないで富士山を一周 10月２日市内の堰
せぎ

と史跡をめぐる 10月２日

第２回富士山一周国際駅伝大会が 10 月１日㈯・２日㈰に開催さ
れました。ゴールとなった運動公園には、チームメイトが集まり、
全長約 140.1km のコースを駆け抜けた喜びを分かち合いました。
ゴールしたチームの選手には完走証が手渡されました。

堰
せぎ

と史跡めぐりウォーキングが行われました。スタート地点は生
涯学習センターの裏にある佐野堰。30 人が参加し、生涯学習課の
職員の説明を受けながら約４㎞を歩きました。クイズが交えられ、
参加者同士で会話も楽しみながら各所を巡りました。

紅富士（平成25年11月18日撮影）
女性らしく紅く染まった富士山の美しさに引かれ、急いで外に飛

び出し、撮影しました。巻き上がる雪煙が神秘的です。３年前の
11 月に撮影した富士山ですが、既に宝永火口の下まで雪が積もっ
ています。今年の富士山はどうでしょうか？

撮影／鈴木紗依さん・上ケ田近郊

Photograph 10 月
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Photograph 2016.10

パノラマ遊花の里で菜の花の種まきが行われました。企業や団体、
市民ボランティアなど約 120 人の皆さんが参加しました。等間隔
に糸を張り、三角ホーで作った溝に種をまき、足で土を掛けていき
ました。秋晴れの富士山が見守る中、心地よい汗をかきました。

パノラマ遊花の里で菜の花の種まき 10月15日消火技術の確実性や迅速さを競う 10月12日

市防火協会主催の第 31 回消火技術競技大会が、消防庁舎で開催
されました。市内の 19 事業所の 27 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。参加した選手たちは、消火技術
の安全・確実・迅速さを競い合いました。

深良小学校５年生の児童 51 人が校庭西側の水田で稲刈りを行い
ました。深良用水まつりで早乙女が田植えをした水田と、児童が自
ら田植えをした水田で、いずれももち米です。「深良地区美しい水
と緑保全の会」の会員の指導を受け、鎌を使って刈り取りました。

深良小で稲刈り体験 10月７日姉妹都市の小学生が裾野市に 10月５日

姉妹都市オーストラリア・フランクストン市にあるデリンヤ小学
校５・６年生 15 人が、４泊５日のホームステイをしながら西小学
校での生活を体験しました。来裾初日に市役所で歓迎会が行われ、
児童に「すそのんサンバイザー」などをプレゼントしました。

市内７校の児童生徒たちが演奏を披露 10月８日

裾野ライオンズクラブ結成 50 周年記念事業の一環で、2016 裾
野吹奏楽フェスティバルが市民文化センターで開催されました。市
内の小・中学校や高校の吹奏楽部が日頃の活動の成果を披露しまし
た。会場に詰めかけた観客から盛大な拍手が贈られました。

児童生徒のアイデア作品ずらり 10月11日

児童生徒アイデア展（発明くふう部門）表彰式が生涯学習センター
で行われました。市長賞、議長賞、教育長賞の受賞作品 15 点が表
彰されました。出品数は、合計 90 点。アイデアが光る素晴らしい
作品ばかりで、市長らは受賞作品の選出に悩みました。
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今月の写真

Photograph 10 月

第 16 回シニアクラブ裾野ペタンク大会が、総合グラウンドで開
催されました。ねんりんピック予選会出場の選手選考会を兼ねたこ
の大会には、52 チームの 170 人が参加しました。出場した選手
たちは真剣な表情でニュースポーツを楽しんでいました。

ペタンク大会に52チーム170人が参加 10月27日トレッキング用のヘルメットを貸し出し 10月25日

水ヶ塚公園にある「森の駅富士山」で、トレッキング用ヘルメッ
トの貸し出し事業がスタートしました。富士山を安全に楽しんでも
らうために、富士山裾野ガイド協会の皆さんが企画しました。鈴木
博己代表から羽田昌史駅長に、ヘルメット 20 個が手渡されました。

第 50 回市民ソフトボール大会が、総合グラウンドなどで開催さ
れました。各区から参加した 39 チームが、気持ち良い秋晴れの空
の下で熱戦を繰り広げました。各チームの選手たちは、心地よい汗
をかきながらプレーを楽しみました。

さわやかな秋晴れのもとで39チーム熱戦 10月16日ペコちゃんの部屋で記念撮影 10月15日

子育て中のママのためのイベントすその発ママチャレ！が市民文
化センターで行われました。バルーン講座の受講生が装飾したブー
スで、“ すそのん ” や “ ペコちゃん ” と記念撮影をするコーナーには、
順番を待つ親子連れの行列ができていました。

全国の市議会議長が須山浅間神社を見学 10月20日

全国市議会議長会研究フォーラム in 静岡の視察研修のため、市
議会議長ら 81 人が須山浅間神社を訪れました。文化財活用事例の
視察として行われたもので、富士山裾野ガイド協会の皆さんが世界
遺産富士山の構成資産の魅力を約 40 分かけて説明しました。

フェスタすそのでハロウィーン 10月22日・23日

市民のふれあいフェスタすそのが市民文化センターで行われまし
た。会場はハロウィーンの飾り付けがいっぱい！　出展者だけでな
く来場者も思い思いの仮装をして、イベントを盛り上げました。カ
ボチャのランタンづくりやお菓子探しなどを楽しみました。
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Information
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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

市職員の不祥事を根絶するため、10 月 21 日㈮に第１回コンプラ
イアンス推進本部会議を開催しました。会議では「平成 28年度コン
プライアンスに係る取り組み」を決定し、早期実行を目指します。

第１回コンプライアンス推進本部会議を開催

当市の職員が「官製談合防止法違反」におい
て「起訴」および「逮捕」されました事件につ
きまして、市政への信頼に対する大きな失墜を
招き、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけした
ことを大変遺憾に感じています。今後、このよ
うな不祥事を二度と起こさせないため、本日私
を本部長とする「裾野市コンプライアンス推進
本部」第１回�本部会議を開催することとなり
ました。
職員一人ひとりが公務に携わる者としての高

い倫理観と社会的責任を深く認識し、市政と市
職員への信頼回復のため、全庁を挙げた取り組
みを展開したいと考えています。逮捕された職
員の公務員としての倫理意識の欠如はもとより、
こうした事態を未然に防ぐことのできなかった
組織および業務体制、職場風土などが抱える問
題点について、職場環境、入札制度、組織、人
事などあらゆる側面から調査を行い、今回の事
件を起こすこととなってしまった原因の究明を
図り、不祥事を許さない職場環境の構築に向け
た方針を決定します。「平成 28 年度コンプラ
イアンスに係る取り組み」を協議・決定し、取
り組みを早期に実行することで、職員による不
祥事の根絶を目指します。なお、「現状把握の
調査結果」「調査結果から明らかにされた課題」
「二度と不祥事を起こさないための防止対策」
などにつきましては、「報告書」として取りま
とめを行い、市民の方々を含め第三者にも公表
するものとします。

情報収集と調査の実施
●公益通報制度（市倫理ヘルプライン）の周知徹底
●公益通報窓口
　市の職員

▲

人事課
　市の職員以外の職員など

▲

戦略広報課
職員相談の実施
●相談窓口（人事課、総務管財課、出納課）
●所属相談体制の整備（所属コンプライアンス推進
担当者の設置）

情報提供の実施
●庁内向けにコンプライアンス通信を発行
研修の実施
●リスクマネジメント研修
●公務員倫理研修
●技術職員のコンプライアンス研修
●新規採用職員研修
●臨時・非常勤職員任用時に周知徹底
職場内理解の共有
●職場内の意見交換会の定期的な開催
職員交通安全対策
●交通安全講習会
●職員交通事故などの事例の共有

コンプライアンス推進本部会議における
髙村市長挨拶

平成 28 年度の取り組み

人事課　995-1806
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インフォメーション

Information

学校開放調整会議

　１月から２月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。当初の日
程と異なります。ご注意ください。

地区 と　き 会場
東

12月5日㈪ 生涯学習
センター

西
深良
富岡
須山 12月６日㈫ 須山コミセン
時間はいずれも 19時～

生涯学習課　992-3800

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

12月７日㈬　13時～ 16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

リラックス＆リフレッシュ
プログラム

楽しく笑って健康になる「幸せ笑
いヨガ教室」

12 月 4日㈰・17日㈯ 10時～
11時

市民文化センター２階和室
飲み物、タオル

第２水曜日は “ 夜 ” 笑う「ナイト
ラフターヨガ」

12 月 14 日㈬　19時～ 20時
市民体育館
ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物、タオル

笑って歌って脳トレゲーム「笑っ
て 脳リフレッシュ講座」

11 月 24 日㈭、12 月 23 日㈮、
1月 27日㈮　10時～ 11時
生涯学習センター１階和室
飲み物、タオル
裾野ラフタークラブ（志田）

　090-5607-3236

無線放送戸別受信機の貸出
　市は、毎日無線放送を行っています。この放送は、
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。

市に住民登録のある世帯主の方�※１世帯１台
転入などで新たな貸し出しを希望する方や、市外
へ転出、市内の転居をする方は、戦略広報課へ申
請してください。
新規の貸し出し▶はんこ（認め印可）

　転出・転居▶戸別受信機

故障かなと思ったら　　　　
戸別受信機から音が出ない場合は、次のことを確認

してください。
●アンテナを真上に立てる▶ロッドアンテナは、真上
にいっぱいまで延ばしてください。

●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。他の家電製品の電波（テレビ、
LED電球、無線LANなど）の影響の少ない所で、市
役所がある方角の窓の近くに設置してください。放送
時間以外のときに「電源 /受信」のランプがオレンジ
色の場合、家電製品などの影響を受けているか故障し
ている可能性があります。

●電源を一度入れ直す▶本体右側面にある、スイッチ
を入れ直してください。

●電池が液漏れしていないか確認▶長期間電池を入れた
ままにしていると、液漏れして故障することがあります。

●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、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

アンテナは
真上に立てる

◀スイッチ

電池

電源 / 受信ランプ

〜〜
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お知らせ

裾野高校オープンスクール

　授業公開、部活動見学、学校説
明、入試説明を行います。

11月 19日㈯�８時 50分～
　15時 15分
中学生、保護者、教育関係者、
地域の方
裾野高校　992-1125

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。

12月６日、20日の火曜日
　13時～ 16時（１回 45分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

裾野高校吹奏楽部
第 14 回定期演奏会

12 月 18 日㈰ 13時 30分～
　開場▶ 13時～
市民文化センター大ホール
さまざまなジャンルの曲を演奏
します。
裾野高校　992-1125

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

12月２日㈮13時 30分～15時
市民文化センター会議室
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

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。

11月 30日㈬
美化センター　992-3210

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験案内

推薦▶１月７日㈯から９日㈪ま
での指定する１日

　一般▶１月 21日㈯
中学校を卒業（見込み）した
17歳未満の男子
推薦▶ 12月２日㈮

　一般▶１月６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

平成 29年度に市内の小学校に通学する保護者が
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㈭～ 16日㈮
申込書の配布・受付場所／各放課後児童室
説明会／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。事前の申し込みは不要

です。直接、会場へお越しください。
各放課後児童室　※東小のみ東地
区コミュニティセンター会議室
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、子育て支援課　995-1841

平成 29 年度放課後児童室入室案内

放課後児童室 対象学年 電話番号 と　き
須山小 新４年生まで 998-0066 12 月１日㈭　18:00 ～ 18:30
南小

新３年生まで
993-6556 12 月１日㈭　18:00 ～ 19:00

西小 992-5580 12 月１日㈭　19:00 ～ 20:00
深良小 992-7336

12 月２日㈮　18:00 ～ 19:00
富岡第二小

新４年生まで
090-1412-0534

向田小 993-7400 12 月２日㈮　18:30 ～ 19:30
東小

新３年生まで
992-4282

12 月２日㈮　19:00 ～ 20:00富岡第一小 997-1116
千福が丘小 新６年生まで 992-4300
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インフォメーション

Information

チャレンジ実験教室
参加者

ヘルシーパーク裾野の温泉の塩
でバスボム（入浴剤）を作ります。

12月17日㈯13時30分～16時
生涯学習センター調理実習室

市内に住んでいる小学４～６年
生
24人（先着順）
500 円（保険料含む）
学校で配布された申込書に必要
事項を記入し、生涯学習課へお
申し込みください。
11 月 21 日㈪９時～ 12 月２
日㈮ 17時
生涯学習課　992-3800

バスケキッズ
フェスティバル参加者

バスケットボール講習会です。
１月 15日㈰　午前の部▶９時
30分～、午後の部▶ 13時～
市民体育館
午前の部▶小学１～３年生とそ
の保護者、午後の部▶小学４～
６年生とその保護者
小学生▶各 40人、保護者▶各
50人
小学生▶バスケの楽しさを感じ
ることのできる初心者向けのプ
ログラム、保護者▶用具の選び
方やテーピングの講座
12月 20日㈫
市内の小学校ま
たは市民体育館
にある参加申込
書に必要事項を
記入し NPO 法
人スポーツ協会へファクスまた
は、バスケキッズフェスティバ
ルホームぺージからお申し込み
ください。
すそのスポーツクラブ（服部）

　080-3073-8946
NPO法人スポーツ協会

　941-9786
http://www.ba
sketballkidsfesti
val.jp/

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更及び区域区分の
変更に関する都市計画を変更する案について、縦覧を行います。よ
り良い都市計画にするために、市民の皆さんから意見を募集します。

まちづくり課　995-1829
　県都市計画課　054-221-3062　　〒 420-8601

https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-510a/02-
0juran.html

縦覧
12 月２日㈮～ 16日㈮　

　８時 30分～ 17時 15分　
　※㈯・㈰を除く
まちづくり課、県都市計画課
①都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針の変更②区域
区分の変更
県ホームページでも縦覧でき
ます。

意見の募集
県ホームページから意見書を
ダウンロードし、必要事項を
記入し県都市計画課へ提出し
てください。　※郵送でも提
出できます。郵便番号と宛名
を記入して投函してください。
12 月 16 日㈮　17 時 15 分

（必着）

都市計画の変更に関する案の縦覧都市計画の変更に関する案の縦覧
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お知らせ

親子手づくり教室
参加者

鉱物キャンドルを作ります。
12月３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
とその保護者
20組（先着順）
カッター、割り箸
（家族分）、汚れ
てもよいタオル
11月16日㈬９時～30日㈬ 17時

鈴木図書館　992-2342

保育・子育てニーズ対応
チャレンジ事業

　「子育て経験」を生かした再就
職・再チャレンジを支援する事業
です。保育や子育て現場に従事す
るために役立つ講座を開催します。
受講料は無料です。
①１月13日㈮　９時15分～11
時45分②２月17日㈮　９時15
分～12時　※受付▶９時～
生涯学習センター２階学習室
保育士や子育て支援員などの資
格取得を目指す方　※子どもの
いる保護者の方を優先
50人
①開講式、オリエンテーション、
講義「保育士の心構え、役割、
意義」、講師との意見交換②講

義「保育士試験科目の勉強法、
着眼点」、講師との意見交換、
閉講式
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。　※郵送可
11月 28日㈪～ 12月 15日㈭
託児あり（無料）
子ども保育課　995-1822

〒 410-1192　佐野 1059

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 15日㈭　10時～ 13時
市役所 1階市民相談室
14人程度（先着順）
12月１日㈭

国保年金課　995-1813

12 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

４日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

10日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

11日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

17日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

18日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

23日㈮ ㈲杉山産業
☎992-1131

24日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

25日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

29日㈭ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

30日㈮ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

31日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

データバンク
11 月１日現在

11月25日㈮
～12月12日㈪ 市議会12月定例会

３日㈯ しずおか市町対抗駅伝大会
11日㈰ 農業まつり

23日㈮ 市立小・中学校冬季休業開始
28日㈬ 市役所仕事納め

12 月　カレンダー

人　口　52,843人� （+12人）
　男　　26,855人� （−9人）
　女　　25,988人� （+21人）
世　帯　21,609世帯�（+16世帯）
内、外国人� 728人�411世帯

12 月　税金・料金
納付期限：12 月 26 日㈪

固定資産税・都市計画税 第３期分
国民健康保険税 第６期分
介護保険料 第６期分
水道料金・下水道使用料 第５期分

納付期限：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

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

12月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

２㈮ 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

３㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

４㈰

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

さはこクリニック 999-3850 中土狩 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

５㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

６㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

７㈬ 旭医院 966-0031 原 酒井医院 966-1755 今沢 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

８㈭ 高桑医院岩波
診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

９㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 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

10 ㈯ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

11 ㈰

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

岡田医院 921-5321 新宿町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

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
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

12 月前期

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

４㈰ 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　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

さなだ歯科医院
997-2100 御宿　　

11 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見　　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 香貫医院 931-2465 本郷町 西村医院 971-6510 下土狩

13 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈭ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 遠藤クリニック 975-8801 久米田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

15 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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●五弁の秋花　著：梶よう子　新潮社一般書

児童書

12月の休館日

●12月の行事予定
親子手づくり教室
 ３日㈯ 14時～ 本館２階展示室

親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

サンタとおはなしの会
 10日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 17日㈯ 14時30分～ 本館２階視聴覚室

ファーストブック
 14日㈬  ９時～12時 本館２階展示室
 21日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子おはなしの会
 20日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

親子ふれあいデー
 ８日㈭ ９時～17時 本館２階展示室
 16日㈮ ９時～17時 本館２階展示室

●冬の特別会　図書館映画会
と　　き／ 12 月 10 日㈯　14 時～ 15 時 47 分
と こ ろ ／本館２階視聴覚室
上映作品／リトルプリンス　星の王子さまと私
申し込み／  12 月 3 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（家族分のみ）。
定　　員／ 60 人
そ の 他 ／ 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。

５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪・
29日㈭～31日㈯

鉾
ほこ

之
の

原
はら

 爽
そう

佑
すけ

くん
（３歳・青葉台）

上村 莉
り

子
こ

ちゃん
（２歳 10 カ月・矢崎社宅）

大谷 隼
しゅん

太
た

郎
ろう

くん
（２歳 11 カ月・岩波）

田村 玲
れ

奈
な

ちゃん
（２歳 11 カ月・石脇）

島田 尊
たか

洋
ひろ

くん
（２歳 11 カ月・堰原）

加藤 優
ゆ

雅
の

愛
あ

ちゃん
（３歳・御宿新田）

新刊おすすめ本

●わたしのそばできいていて
作：リサ・パップ　訳：菊田まりこ　WAVE 出版

●王様に恋した魔女　作：柏葉幸子　絵：佐竹美保　講談社

●ねこってこんなふう？
作：ブレンダン・ウェンツェル　訳：石津ちひろ　講談社（講談社の翻訳絵本）

●だれといっしょにいこうかな？
文：得田之久　絵：和歌山静子　童心社

●とびっきりのともだち
文：エイミー・ヘスト　絵：エイミー・ベイツ　BL 出版

●朝が来るまでそばにいる　著：彩瀬まる　新潮社

●ストロベリーライフ　著：荻原浩　毎日新聞出版

●ヴァラエティ　variety　著：奥田英朗　講談社

●明るい夜に出かけて　Going out in the Bright Night
著：佐藤多佳子　新潮社
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うるおいすその
恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります

11 月 13 日　�
ふれあい消防広場
「はしご車搭乗体験一番乗り」
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　１日　第 41回深良地区元旦マラソン・駅伝大会
 10 日　第 59回新成人者祝賀駅伝大会、成人式
　　　　消防出初式 1 、交通指導員視閲式
 31 日　裾野の魅力パネルディスカッション

　１日　“マイナンバーカード ”住民票・証明書コン
ビニ交付開始

　３日　こひつじ保育園を認証保育所に認証
　６日　第 19回富士山国際雪合戦 2

 17 日　知事公聴 “平太さんと語ろう ” 
 23 日　すそのん誕生日イベント
 24 日　最終処分場（第二期）建設工事竣工式

　１日　“子育て支援アプリ ”提供開始
 12 日　第１回すそのんぱく（～ 22日）
 13 日　子ども「裾野のモノ・コト」探検隊発表会 3

 17 日　みんなで子育てするまちシンポジウム
 22 日　矢崎総業㈱と大震災時支援協定を締結

１ 月

２ 月

３ 月

　１日　新副市長就任式
　　　　富士山南東消防本部開所式
　９日　第５回富士山すそのパノラマロード菜の花＆

桜まつり（～ 10日） 4

　　　　運動公園陸上競技場 20周年記念式典
 21 日　交通死亡事故ゼロ 300 日達成
 24 日　第 3回深良用水まつり

　８日　第 40回富士裾野高原マラソン大会 5

 21 日　第 39回五竜みどりまつり（～ 22日）
 25 日　保育ルームつぼみを認証保育所に認証

 11 日　裾野御殿場ラクビー・スポーツフェスティバ
ル（～ 12日） 6

 15 日　ロケ支援映画「TOO YOUNG TO DIE! 若
くして死ぬ」特別試写会 7

 29 日　静岡銀行、沼津信用金庫、三島信用金庫とパー
トナーシップ協定を締結

４ 月

５ 月

６ 月

1

2

4

3

5

6

7

2
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　１日　富士山須山口登山道開山式
　　　　首都圏向けラッピング高速バス運行開始 8

　２日　市民体育館リニューアルオープン記念式典 9

 11 日　裾野長泉新火葬施設整備推進協議会発足
 15 日　清水銀行とパートナーシップ協定を締結
 21 日　キヤノン㈱と大震災時支援協定を締結
 22 日　起業・販路拡大を応援 “Suso-biz” スタート
 27 日　平和都市宣言に伴い、広島市へ中学生代表生

徒派遣（～ 29日）

　６日　第 43回すその夏まつり 10

　９日　小・中学生をフランクストン市へ派遣（～
19日）

 20 日　第 33回富士山すその阿波おどり大会 11

 22 日　ハックドラッグ、クリエイトと災害時支援協
定を締結

 25 日　日本政策金融公庫沼津支店と地方創生に関す
る相互協力及び連携に関する協定を締結

 27 日　「みらい会議」初会合

７ 月

８ 月

 
 10 日　敬老会
 15 日　100 歳長寿者訪問 12

 17 日　富士山すその三大花まつり（～ 18 日）　富
士山すそのパノラマロードコスモスまつり他

　２日　第２回富士山一周国際駅伝大会（～２日） 13

 12 日　市長表彰式　３個人１団体を表彰
 22 日　市民のふれあいフェスタすその、第 35回消

費生活展（～ 23日）

　５日　“すそのん”ゆるキャラ®GPに出場（～６日）
 13 日　第 34回ふれあい健康まつり・消防広場
 22 日　技能功労者表彰式　５人を表彰

　３日　第 17回県市町対抗駅伝競走大会
　４日　すそのロケフェスタ 2016
 11 日　第 43回農業まつり
※ 12月の出来事は 12月１日現在の予定日です。

９ 月

10 月

11 月

12 月

8

9

10

12

11 13
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とき／ 12月 11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

「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品

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

即売コーナー

・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
・小麦まんじゅう

催し物コーナー

・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

無料配布コーナー

・みかんのつかみ取り
・福もち
・ミニ丼
　（限定 1,000 食）
・甘酒

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、
裾野消防署、水道庁舎

１等「きれいに揃えようね！」勝又 俊博さん

２等「最後の一束まで…」鈴木 常雄さん

２等「私もできたよ」芹澤 明彦さん

式典

とき／ 11時 30分～ 12時 10分
ところ／市民文化センター入口前
●主催者・来賓あいさつ
●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。
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第 43回　農業まつり
農作物の即売、ミニ丼の無料配布などを実施



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て
います。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。

危機管理課
995-1817

高齢者と子どもの交通事故防止

高齢者が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、車道の左側を走ることが原

則です。やむを得ず歩道を走る場合は、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、交通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。
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。
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。

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。歩行者は、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行かない、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。

万引きは犯罪です

市内で、万引きの被害が発生しています。万引きは
窃盗という犯罪です。「たかが万引き」と軽い気持ち
で犯してしまう人もいます。「安い商品だから」、「万
引きをして見つかった後に、店に代金を払えば」許さ
れるということはありません。一度、犯した罪は消え
ないということを忘れないでください。
万引きをさせない環境を作るこ

とも大切です。「万引きくらい」
と甘くみないで、死角を作らない
店内レイアウトにしたり、積極的
に声かけをしたりしてください。

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。特殊詐欺には、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
も多発しています。
例「会社の金を使い込んだ」「弁護士費用が必要」「電
話番号が変わった」などの内容で、現金を取りに来
たり、別の場所に持って来るように要求されたりし
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。

自転車の盗難被害防止
市内で、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。

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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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

特集３



市税 国庫支出金 諸収入 地方消費税交付金 県支出金 市債 その他
予算現額 105億2,505万円 28億5,776万円 17億2,488万円 10億5,000万円 9億4,767万円 9億8,430万円 39億1,532万円
収入済額  58億3,604万円  8億8,063万円  4億3,524万円  5億8,842万円   7,023万円 0円 15億  844万円
収 入 率 55.4% 30.8% 25.2% 56% 7.4% 0％ 38.5%

■ 納めたお金（一般会計）
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ４万1,311円 10万1,076円
（２万3,461円) （５万7,401円）

固 定 資 産 税 ５万8,402円 14万2,890円
軽 自 動 車 税 2,300円 5,628円
市 た ば こ 税 3,814円 9,332円
都 市 計 画 税 4,639円 11,349円

合 計 11万　466円 27万　275円
(９万2,616円) (22万6,600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 ４万5,392円 11万1,060円
教 育 費 ２万6,406円 ６万4,606円
総 務 費 ２万4,942円 ６万1,024円
土 木 費 ２万　 20円 ４万8,982円
衛 生 費 1万8,069円 ４万4,208円
公 債 費 1万6,291円 ３万9,859円
消 防 費 1万3,580円 ３万3,226円
そ の 他 1万8,953円 ４万6,374円
合 計 18万3,653円 44万9,339円

■ 市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
通
債

土 木 費 47億8,573万円 財 務 省 72億9,106万円
臨時財政対策債 45億　194万円 銀 行 な ど 69億2,295万円
減収補てん債 36億3,799万円 地方金融機構 36億1,876万円
教 育 費 22億6,063万円 旧郵政公社 23億4,519万円
そ の 他 55億3,815万円 静 岡 県 4,186万円

合 計 207億2,444万円 そ の 他 ５億　462万円
合 計 207億2,444万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 ２億　855万円 銀 行 な ど ２億　855万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 60億9,978万円 地方金融機構 27億5,627万円
旧郵政公社 18億6,771万円
財 務 省 14億6,760万円
銀 行 な ど 820万円
合 計 60億9,978万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 13億7,418万円 財 務 省 ８億6,199万円
地方金融機構 ５億1,219万円
合 計 13億7,418万円

予算現額　　　220億　498万円
収入済額　　　  93 億 1,900 万円
収入率　　　　42.3%
※前年度からの繰り越し事業分を含む

収
入
済
額

予
算
現
額

凡例一般会計歳入

歳入状況

市では、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。今回は今年度上半期（９月 30 日現在）の財政状況
を紹介します。
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予算・財産・市債の財政状況
平成28年度　上半期（９月 30日現在）財政状況



予算現額　　　220億　498万円
支出済額　　　  97 億　257万円
執行率　　　　44.1%
※前年度からの繰り越し事業分を含む

民生費 土木費 教育費 総務費 衛生費 公債費 その他
57億2,829万円 33億2,681万円 29億8,025万円 26億4,474万円 24億6,831万円 17億7,072万円 30億8,586万円 予算現額
23億9,811万円 10億5,767万円 13億9,504万円 13億1,769万円  9億5,459万円  8億6,068万円 17億1,879万円 支出済額

41.9% 31.8% 46.8% 49.8% 38.7% 48.6% 55.7% 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　804万円 4億　115万円 39.8%
収 益 的 支 出 8億　276万円 1億2,040万円 15%
資 本 的 収 入 5,900万円 1,593万円 27%
資 本 的 支 出 4億5,203万円 1億　825万円 23.9%

※ 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。

■ 土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 4億8,641万円 0円 0％
収 益 的 支 出 2億2,890万円 20万円 0.1％
資 本 的 収 入 ３万円 0円 0％
資 本 的 支 出 4億2,842万円 192万円 0.4％

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

■ 市有財産の状況
数量または金額

山 林 714,387.51㎡
土 地 1,211,335.92㎡
建 物 163,197.22㎡
出資金および
貸 付 金 ８億8,912万円

基 金 104億2,490万円
車 両 124台

■ 特別会計
予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険 56億6,993万円 27億5,607万円 48.6% 28億5,348万円 50.3%
後期高齢者医療事業 4億8,600万円 1億6,144万円 33.2% 1億5,544万円 32%
介 護 保 険 31億6,720万円 17億　840万円 53.9% 14億6,954万円 46.4%
土 地 取 得 92万円 32万円 34.8% 32万円 34.8%
十里木高原簡易水道 5,550万円 780万円 14% 519万円 9.4%
下 水 道 事 業 12億3,470万円 4億1,771万円 33.8% 4億9,482万円 40.1%
墓 地 事 業 4,780万円 1,783万円 37.3% 1,931万円 40.4%
合 計 106億6,205万円 50億6,957万円 47.5% 49億9,810万円 46.9%

※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28年度　財政状況概要
（平成28年９月30日現在）

総予算額 339億2,182万円

収入済額 148億　564万円

支出済額 149億2,933万円
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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

　　　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
他

計

平成 27年度 4 83 23 64 42 1 9 4 41 271 58 74 132 8 5 16 29 432

平成 28年度 4 84 21 67 41 1 9 4 40 271 55 74 129 8 5 17 30 430

対前年増減数 0 1 ▲ 2 3 ▲ 1 0 0 0 ▲ 1 0 ▲ 3 0 ▲ 3 0 0 1 1 ▲ 2

区分 住民基本台帳人口
（平成 28 年 1 月 1 日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
平成 26 年度の

人件費率
平成 27年度 53,080 人 221億 5,283 万 6,000 円 35億 1,583 万 7,000 円 15.9％ 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 27年度 403人 15億 5,083 万円 4億 5,563 万円 6億　644万 3,000 円 26億 1,290 万 3,000 円 648万 4,000 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 31万 9,896 円
大学卒 18万 3,300 円 27万 4,238 円 37万 1,575 円 41万 4,800 円

高校卒 14万 9,000 円 — 29万　833円 37万 4,000 円

技能労務職 50.9 歳 36万 7,863 円 高校卒 14万 9,000 円 — 35万 2,100 円 37万 2,175 円

１．職員数に関する状況

２．職員の給与に関する状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

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 28 年４月１日現在）

（単位：人）

※職員数は一般職の職員数で、地方公務員の身分を持つ休職者・派遣職員などを含みます。臨時・非常勤職員は
除きます。

※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。
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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



３．職員の手当に関する状況
　　（平成28年４月１日現在）

①期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当 計
6 月期 1.225 月分 0.8 月分 2.025 月分

12月期 1.375 月分 0.8 月分 2.175 月分

合計 2.6 月分 1.6 月分 4.2 月分

②退職手当

区分 自己都合 応募認定・定年・任期満了
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 35年 41.325 月分 　　49.59 月分
最高限度   49.59 月分 　　49.59 月分

③地域手当　支給率７％
　　１人当たり平均支給年額 27万 2,510 円
④特殊勤務手当　21 種類
　　１人当たり平均支給年額５万 7,929 円
⑤その他手当
　　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28年４月１日現在）

月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（6月期）
2.025 月分

（12月期）
2.175 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）
1.75 月分副議長 34万円

議員 32万円

５．分限と懲戒処分に関する状況
　　（平成27年度）

①分限処分者数　４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　０人
※職員の一定の服務義務違反に対して、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。

事業 内容

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。

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、延べ 648 人が参加しました。

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 266人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 272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 79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 31人

人事評価については、人材育成型の人事評価制度を
導入しています。課長級以上の職員は、評価結果を勤
勉手当に反映しています。

８．勤務時間とその他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 27 年）
１人当たり／８日と１時間 30分

③育児休業と部分休業の取得者数の状況（平成 27 年
度）
育児休業／女性７人
部分休業／１人
※平成 27年度に新たに育児休業と部分休業を取得
した人数です。
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今月の写真

今月の一枚 This month's best shot

Photograph 10・11月

撮影／佐野

児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることを目的に、ベル
シティ裾野とマックスバリュ裾野店で児童虐待防止キャンペーンが
行われました。店頭でチラシや啓発グッズなどを手渡しながら、買
い物客らに虐待防止を呼び掛けました。

児童虐待防止推進月間の一環で啓発活動� 11月１日

裾野高校版の「裾野市みらい会議」政策プランコンテストが、行
われました。予選を勝ち抜いた４組が、高校生らしい柔らかい発想
と新しい視点から発表。当市の抱える問題点や解決策、よりよい市
にするための提案を披露しました。

裾高生が考える裾野市の未来� 10月31日

夕暮れの空を見上げると、あかね色に染まる綺麗な “ うろこ雲 ”
が広がっていました。“ うろこ雲 ” は秋を感じさせる雲として知ら
れています。この雲は、空の高いところにできる「巻積雲」の俗称
で、小さな雲塊がたくさん集まってできています。秋の深まりを感
じさせるつかの間の「空のプレゼント」でした。

あかね色に染まる夕暮れの雲
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Photograph 2016.10・11

青空のもとでゲームや工作を楽しむ� 11月６日 Ｕ-17女子Ｗ杯準優勝を報告� 11月10日

東地区コミュニティ祭が向田小学校グラウンドで行われました。
当日は晴天に恵まれ、多くの人が会場に足を運び、おはじきを使用
したゲームやクラフト作り、福引き、鼓笛の演奏などのさまざまな
催しを楽しんでいました。

「FIFA U-17 女子ワールドカップ ヨルダン 2016」に日本代表と
して出場した JFA アカデミー福島女子の高平美憂選手と遠藤純選手
が市役所を訪れました。準優勝に貢献できた喜びを髙村市長に伝え
ました。両選手は当市にある帝人アカデミー富士で活動しています。

親子をつなぐ、言葉の絆� 11月３日“すそのん”ヨーヨー釣りに挑戦！� 11月３日

第３回親守詩裾野市大会の表彰式が、生涯学習センター学習ホー
ルで開催されました。親守詩は、子どもが上の句、親が下の句を作
る家族の短歌です。638 点から選ばれた作品の受賞者が一堂に会
し、賞状と色紙を受け取りました。

不二聖心女子学院から秋のつどいの招待状が、“ すそのん ” に届
き、参加しました。実行委員の生徒の皆さんとヨーヨー釣りやスト
ラック・アウト、体力測定などに挑戦しました。模擬店や展示を見
学したり、記念撮影を行ったりと学園祭の雰囲気を楽しみました。

昔ながらの方法で文化財がピッカピカ�11月３日 西中生が各コーナーで活躍� 11月６日

文化の日に合わせ、国指定重要文化財の旧植松家住宅で清掃作業
が行われました。市職員の自主研究グループの呼び掛けで集まった
15 人の有志が、米ぬかやお茶がらを使った昔ながらの方法で、柱
や床、木戸や軒先などを約１時間掛けて磨き上げました。

西地区コミュニティまつりが西小学校グラウンドで行われました。
工作コーナーや遊びと体験コーナー、模擬店などの各ブースでは西
中生がボランティアとして参加し、会場に来た子どもたちと一緒に
遊んだり、販売を行ったりして活躍しました。
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市では、同じ職種に長く従事し、技能の錬磨や後進の育成などで市の産
業技術向上に貢献され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５人の方が受賞しました。表彰式は、11 月 22 日㈫
に市役所で行われました。

商工観光課
995-1857

県優秀技能者　～当市から 4人が受賞～

県では、優れた技能を持ち、後進の育成に貢献した
優秀技能者を表彰しました。
◆自動車のデザインモデル制作　紺谷 隆司さん
（トヨタ自動車東日本㈱東富士総合センター）
◆自動車整備工　平井 英俊さん
（トヨタ自動車㈱東富士研究所）
◆機械修理工　村上 孝司さん
（トヨタ紡織㈱富士裾野工場）
◆看板制作　斎藤 三雄さん
（㈱さいとう看板）

平成 3 年に市内で美容
室を開業以来、25 年の長
きにわたり、多くの地域の
方々から厚く信頼され、市
民の皆さんにサービスを提
供しています。県美容業生
活衛生同業者組合技能功労
賞を受賞するなど、優れた
技術は高く評価されていま
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。

昭和 26 年から現在まで
65 年にわたり造園業に精
励し、市内の花木の生産・
販売を黎

れい
明
めい
期から支えてき

ました。勉強会などにも積
極的に参加し、緑花木の栽
培手法に関して深い知識を
持っています。他の生産者
への助言も惜しまず行い周
囲からの信頼も厚く、生産
技術向上に大きな貢献をし
ています。

昭和 34 年に独立、市内
で製作所を開業しました。
以来、積み重ねた確かな技
術で質の高い製品を製造し
ています。難易度の高い製
品を加工するなどの技法は
卓越した技術を有していま
す。検査に係る工程などの
豊富な知識や旋盤に関する
高い技術などを従業員に伝
えるなど後進の指導・育成
に尽力しています。

積算技術など優れた技術
を評価され、市公共施設や
住宅の給排水・衛生設備・
下水道工事の施工など、市
内外のさまざまな工事に携
わりました。組合活動では
昭和 47 年４月から６年間
にわたり市指定給水工事店
協同組合長を務め、業界の
発展に大きく貢献するとと
もに、後進の指導・育成に
尽力しています。

30 年の長きにわたり森
林整備における間伐や庭木
の伐採などに携わっていま
す。森林組合では作業班の
班長として作業員を統率し、
新東名高速道路建設工事や
市営墓地建設工事などの伐
採作業に従事し、事故なく
成し遂げました。積み重ね
た知識や技術を後輩作業員
に伝えるなど後進の指導・
育成に尽力しています。

渡邉 敏次 さん

（堰原）

旋盤工

杉山 恒夫 さん

（下和田）

造園業、農業

石川 美穂子 さん

（元町）

美容師

杉山 光廣 さん

（下和田）

林業

杉山 博通 さん

（本村上中）

配管工

特集６

市技能功労者５人を表彰
優れた技能で市の産業発展に貢献
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

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 14 日㈬
までに予約してください。
休業期間／ 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　995-1836

児童扶養手当の支給

　12 月９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されます。
支給日／４月、８月、12月の 11
日（11 日が土・日曜日、祝日
の場合は、その直前の平日）
●支給日に前月までの４カ月分
を支給します。●現況届が未提
出の方や書類不備があった場合
は、支払いが保留されます。手
続きが済んでいない方は、至急
手続きを行ってください。
子育て支援課　995-1841

　市マスコットキャラクターの “すそのん ”が、「ゆるキャラ®グランプ
リ 2016 in 愛

え
顔
がお
の愛媛」で総合 40位になり、目標の総合 50位以内を

達成しました。
仲間と一緒に PR
　11 月５日㈯・６日㈰に、愛媛県松山市の城山公園
で決選投票が開催されました。“すそのん ”は、大町
市 “おおまぴょん ”、栃木市 “とち介 ” と「つぶらな
瞳OST（※）」を結成し、３キャラが並んだブースで
PRを行いました。御殿場市 “ミクリン ”とお互いの
ブースを訪問するなど連携した PRも行い、当日票の
獲得を目指しました。
※３キャラに共通する「つぶらな瞳」に、おおまぴょ
ん、すそのん、とち介の頭文字のOSTを付けました。

投票結果
総合 40位（1,421 体中）
ご当地部門 26位（842 体中）

“すそのん”ゆるキャラ ®グランプリ2016で総合40位！
応援ありがとうございました！

＼ミクリンとすそのん／

＼つぶらな瞳 OST ／

戦略広報課　995-1802

国保高齢受給者証交付会

　平成 29年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 22日㈭
　10時 20分～ 11時 30分 
福祉保健会館研修室
昭和 21年 12 月２日～昭和 22
年１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
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インフォメーション

Information

アルコール依存相談

　アルコール依存に関する相談に、
専門の相談員が応じます。

12月 12日㈪　13時～ 16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）
相談日の前の週の金曜日

県精神保健福祉センター
054-286-9245

市職員を募集

　平成 29年度採用の市職員試験
を行います。
職種／保健師

12月５日㈪～１月 13日㈮
詳細は市公式ウェブサイトをご
覧ください。
人事課　995-1806

フードドライブに協力を

　家庭や職場などで余っている品
質に問題ない食品を集め、県内の
食べるものがなくて困っている
方々へ寄付します。ご協力をお願
いします。
１月５日㈭～ 31日㈫

寄付の方法／家庭や職場などで
余っている食品を社会福祉課、
社会福祉協議会に設置されてい
るボックスに入れてください。
●生鮮食品の寄贈は受け付けて
いません。●賞味期限が３月末
以降となる食べ物を寄贈してく
ださい。●原則未開封の食べ物
を寄付してください。●米、缶
詰、パスタ、そうめん、防災食
などが喜ばれます。
社会福祉課　995-1819

市民無料相談

12 月 20 日㈫　※受付▶終了
時刻の 20分前まで
市役所４階会議室
●司法書士相談（10時～12時）
▶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。
●人権相談（10 時～ 12 時、
13時～ 15時）▶子どもの人権、

女性の人権、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。
●行政相談（10 時～ 12 時、
13時～15時）▶行政に対する
苦情・要望・問い合わせなどの
相談。行政相談委員が応じます。
●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

　平成 28 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。
次の全ての要件を満たす方
①平成 29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の未納がないこと
●該当する医療費の領収書（原本）●後期高齢者医療被保険者証
●対象者名義の預金通帳●はんこ（認め印可）●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

①昭和 12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

申請の受付（土・日曜日、祝日を除く）
ところ とき

市役所地下会議室A・B 1月６日㈮～31日㈫ ９:00～16:30

富岡支所
1月 16日㈪ ９:00～16:00
1月 17日㈫ ９:00～12:00

深良支所
1月 19日㈭ ９:00～16:00
1月 20日㈮ ９:00～12:00

市役所地下会議室A・B 1月 22日㈰ ９:00～12:00

須山支所
1月 23日㈪ ９:00～16:00
1月 24日㈫ ９:00～12:00

高齢者医療費助成制度
� 受付期間は 1/6 ㈮～ 31 ㈫

は、休日受付  社会福祉課　995-1819
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お知らせ

東部わかちあい　すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。支え合います。

12 月 14 日㈬　13 時 30 分～
15時 30分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出町）
県精神保健福祉センター
054-286-9245

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。
１月６日㈮　13時 30分～15時
市民文化センター 31会議室
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

物忘れ検査入院
嚥
えん
下
げ
造影・摂食機能療法入院

　裾野赤十字病院では、高齢者の
物忘れや嚥下機能に問題がある方
の１泊２日の検査入院を始めまし
た。

【物忘れ検査入院】
物忘れに不安があって検査を希
望する方
問診、採血、MRI 検査、脳波
検査、認知機能検査など
２万円～（自己負担分）

【嚥下造影・摂食機能療法入院】
飲み込みが悪い、むせるなど嚥
下機能に問題がある方
問診、採血、嚥下造影検査など
１万円～（自己負担分）
裾野赤十字病院地域医療連携課
995-0132

年末年始の公共施設の休業日

施設名 期　間

南・北児童館 12月 26日㈪
～1月 5日㈭

せせらぎの湯 12月 28日㈬
～1月４日㈬

市役所・各支所
生涯学習センター
富士山資料館
市民体育館
運動公園

市民文化センター
鈴木図書館
東西公民館
中央公園

12月 29日㈭
～1月３日㈫

ヘルシーパーク 12月 31日㈯・
1月1日㈰

斎場 1月1日㈰～
1月３日㈫

市役所（代表）992-1111

不発弾事故を防ぐ３カ条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

不発弾事故絶無のために

１「入らない！」
　演習場では、射撃訓練や爆破訓練
を行っていて、大変危険です。演習
場の土地所有者や入会組合の関係者
以外の一般の方が演習場に入ること
は、禁止されています。無断で入っ
た場合は、法令で罰せられます。

２「さわらない！」
　演習場内で砲弾などを発見した場
合は、絶対に触れない
でください。非常に危
険です。

富士学校 0550-75-2311
　平日▶
　　演習場管理課　内線 2291
　土・日曜日、祝日▶
　　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、
危険な地域を表示し
ています。

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、最寄りの
警察へ連絡してください。
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コンビニ交付
年末年始の休止

　年末年始は各種証明書のコンビ
ニ交付の利用ができません。休止
期間中に証明書が必要になる方は
あらかじめ取得してください。

12月 29日㈭～１月３日㈫
市民課　995-1812

裾野都市計画火葬場の
決定に関する説明会

12 月 15 日㈭　19時～
　 12月 18日㈰　10時～
市役所４階 401 会議室
新火葬施設を都市計画決定する
ことについて、都市計画の原案
に関する説明をします。
参加は先着順です。満員の場合
は入場できないことがあります。
生活環境課　995-1816

すそのスタイルVol.7 発行

　テーマは「Suyama  すやま」
です。須山の魅力
を特集。観光ス
ポットや歴史、文
化、グルメなど紹
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
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

年末年始の
「すそのーる」運休

　年末年始は、路線バス「すそのー
る」が運休します。

12月 29日㈭～１月３日㈫
全ての便
企画政策課　995-1804

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、月・木曜日の収集地区の
燃えるごみを収集します。●
12 月 30 日㈮は、火・金曜日
の収集地区の燃えるごみを収集
します。

【美化センターへの直接持ち込み】
受入の休止／ 12 月 29 日㈭～１
月３日㈫

通常受入日時／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指定袋に入
れてください。区名、氏名の記
入は必要ありません。住所確認
のため、免許証など本人確認が
できるものを提示してください。
生活環境課　995-1816

　美化センター　992-3210

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、高所作業車講習●
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、
ワード・エクセル基礎、ワード・
エクセル活用、夜間パソコン入
門、夜間ワード・エクセル基礎、
夜間ワード・エクセル活用、夜
間アクセス基礎●カルチャー
コース▶フラワーアレンジメン
ト、手作り木綿ぞうり教室、ア
ロマ教室、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

親子読書講演会

１月 28日㈯
　① 13時 30分～ 14時
　② 14時 10分～ 14時 40分
　③ 14時 50分～ 16時
東西公民館（鈴木図書館３階）
①０～２歳児と保護者の方

　②３～５歳児と保護者の方
　③成人の方
①② 25組③ 50人（先着順）
聞かせ屋。けいたろうさん（坂
口慶さん）を迎え、おはなし会
などを行います。
12 月７日㈬９時～１月 27 日
㈮ 17時
駐車場に限りがあります。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
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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
ンタクロースの格好で、クリスマ
スプレゼントを配達します。

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）
事前に各家庭からプレゼントを
預かり、クリスマスイブに家庭
に届けます。
プレゼント１つにつき 500 円
生涯学習センターにある申込書
に必要事項を記入し、配達先の
分かる地図と費用を添えて提出
してください。

12月５日㈪９時～
受け取った費用は、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。
生涯学習課　992-3800

ふるさと富士山芸術展作品

　富士山を題材にした写真や絵画、
絵手紙、パッチワーク、陶芸など
の作品を募集します。ジャンルは
問わず、表現方法は自由です。
申し込み・搬入期間／２月 18 日
㈯～３月 26日㈰

展示期間／４月 22 日㈯～６月
25日㈰

作品の返却／７月４日㈫以降 
富士山資料館

募集作品／富士山を題材にした作

品で、額を含む縦・横の長さが
それぞれ１m以内のもの

　※１人１点
富士山資料館にある出品票に必
要事項を記入し、作品と一緒に
提出してください。

　※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。
●写真・絵画・絵手紙などの場
合は、額装またはパネル貼りに
し、展示用のひもを貼ってくだ
さい。●箱や風呂敷などにも氏
名を記入してください。●グ
ループで出品する場合は、取り
まとめて富士山資料館へ連絡し
てください。
富士山資料館　998-1325

　体幹を鍛え、筋肉を効率よく働かせるための「認知動作型トレーニングマシン」を使った教室を開催します。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

月曜日 19:00 ～ 20:30 1月 16日 N2301

認知動作型トレーニングマシン 
未経験者の方

火曜日 10:30 ～ 12:00 1月 17日 N2302

木曜日 13:30 ～ 15:00 1月 19日 N2303

木曜日 19:00 ～ 20:30 1月 19日 N2304

金曜日 10:30 ～ 12:00 1月 20日 N2305

ジュニア教室 月曜日 18:30 ～ 19:00 1月 16日 N2306 中学生・高校生のマシン未経験者

フォロー教室
火曜日 9:00 ～ 10:30 1月 17日 N2307 認知動作型トレーニングマシン 

経験者金曜日 9:00 ～ 10:30 1月 20日 N2308

市内に住んでいるか通勤・通学している中学生以
上の方で、医師による運動制限のない方
各 12人　※応募者多数の場合は抽選になります。
各教室 10回 5,000 円
往復はがきの往信面に住所・氏名・生年月日・年
齢・性別・連絡先・希望教室番号を、返信はがき
表面に住所・氏名を記入し、裏面は未記入のまま
市民体育館へ送付してください。参加の可否は返

信はがきでお知らせします。　※市内に通勤・通
学している方は、会社名・学校名も記入してくだ
さい。
12月 25日㈰まで（必着）
教室受講者は教室終了後、健康増進ルームの個人
利用ができます。
市民体育館教室係　〒 410-1113 稲荷 24

　993-0303

● 認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集 ●
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男女共同参画講座

１月 21日㈯・22日㈰
10時～ 12時
生涯学習センター学習室２
20代～ 40代の女性
24人（先着順）

テーマ／働く女性、働きたい女性
のためのわたしの未来設計図～
シゴトとライフ～

講師／大石美紀子さん（キャリア
カウンセラー）
“働く ”ってなんだろう？　自
分に合った働き方、働く意義、
子育てとの両立、これからの人
生設計……悩んでいる女性の
“働く ”ための一歩を応援！
１日目▶過去の女性の働き方を
知って、現在の私の働き方を
考える

２日目▶これからの私の人生プ
ランと働き方

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス、託児の希望を電話ま
たはファクス、メールでNPO
法人県男女共同参画センター交
流会議へご連絡ください。
託児があります（定員９人・先
着順）。
NPO 法人県男女共同参画セン
ター交流会議　054-250-8147
054-251-5085
azareachiiki@gmail.com

一般廃棄物処理基本
計画 (案 ) に対する意見

市では、市内で発生した一般廃
棄物の処理に関する一般廃棄物処
理基本計画の改訂を進めています。
市民の皆さんから、一般廃棄物処
理基本計画（案）に対する意見を募
集します。
市に住民登録がある方または市
内に事務所や事業所などがある
個人・法人・その他の団体、市
内に通勤・通学している方など

公表場所／生活環境課、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

提出方法／市公式ウェブサイトの
パブリックコメント提出フォー
ムから提出するか、公表場所に
ある意見提出用紙に必要事項を
記入し、生活環境課へ提出して
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、
ファクス可
12月 14日㈬～１月 13日㈮
生活環境課　995-1816
992-4447

　〒 410-1192　佐野 1059
http://www.city.susono.

shizuoka.jp/ma/ph/public 
comment-about.php

１月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

２日㈪ パイピング横山
☎992-3329

３日㈫ ㈲小沢土建
☎992-1401

７日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

８日㈰ 高橋設備
☎993-1336

９日㈪ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

14日㈯ 工管設
☎993-1603

15日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

21日㈯ ㈲細野設備
☎992-2465

22日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

28日㈯
㈲富士設備
☎997-1507

29日㈰
㈱西島工業
☎ 993-1070

５日㈭ 市立幼稚園・小･中学校
３学期始業式

８日㈰
成人式、消防出初式
交通指導員視閲式
新成人者祝賀駅伝大会

27日㈮〜
2月12日㈰

小・中学生書初め展

１月　カレンダー

１月　税金・料金
納付期限：1 月 31 日㈫

市・県民税� 第４期分

国民健康保険税� 第７期分

介護保険料� 第７期分

後期高齢者医療保険料� 第６期分

平成 28 年度　市防火標語
火の元は
　　心で用心　目で確認

関野 陽
あき

通
みち

さん

※広報すその 11月 15 日号９ページ ｢すそのロケフェスタ 2016｣ に掲載した内容に誤りがありました。おわびして訂正します。『父の結婚』
の出演「板尾創路」の読み仮名の正しくは「いたおいつじ」です。
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12月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。

● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。 裾野赤十字病院

992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

時～９時 30 分、２月 21 日㈫
９時～ 10 時または 10 時 30
分～ 11時 30分（全５回）
福祉保健会館１階
市に住民登録がある方
40人（先着順）
12月 28日㈬

　活動量計を２週間貸与し、活動
量をグラフ化して結果を返却しま
す。健康運動指導士による運動指
導も実施します。

１月 10 日㈫・24 日㈫９時～
９時 30 分、２月１日㈬ 13 時
30 分～ 16時、２月 14日㈫９

活動量計を活用した運動事業の参加者募集
この講座はすその健康マイレー
ジ対象事業です。

健康推進課　992-5711

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
５・12・19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

12日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

2日㈮
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

19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

５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

16日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

26日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

７日㈬
９:00〜９:15

平成28年６月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

13日㈫
13:00〜13:30

平成27年６月
生まれの方

２歳児
親子教室

20日㈫
９:00〜９:15

平成26年12月・平成27年１月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

８日㈭
13:00〜13:15

平成26年６月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00〜13:30

平成25年12月
生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

内科 整形 内科
4 5 6 7 8 9 10

内科 外科 内科 内科 整形 内科 内科
11 12 13 14 15 16 17

整形 内科 内科 内科 整形 内科 内科
18 19 20 21 22 23 24

内科 外科 内科 内科 内科 内科 整形・内科
25 26 27 28 29 30 31

外科 内科 内科 外科 内科 整形 外科
※24日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

日（曜日） 時　間
 １日㈭　 17:00 〜 19:45
 ６日㈫※  9:00 〜 11:30
13日㈫※  9:00 〜 11:30
19日㈪　 17:00 〜 19:45

※はC型肝炎検査もできます。
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今月の救急協力医

平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時　※ 12/29 〜 1/3は８時〜 18 時

12月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈮ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈯ 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

18 ㈰

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

林医院 931-1120 住吉町 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 西村医院 971-6510 下土狩

鈴木医院 993-0430 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町

19 ㈪ 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

20 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

22 ㈭ 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

23 ㈮

武藤医院 931-0088 三園町 東医院 921-5520 高沢町

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 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 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

24 ㈯ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

25 ㈰

今井医院 921-3211 五月町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

26 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 守重医院 931-2511 我入道
　江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

27 ㈫ 清流クリニック 941-8688 堂庭 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

28 ㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 ㈭

小林内科医院 921-2165 米山町

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

田中クリニック 992-1881 伊豆島田
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

12 月後期

土日見学会、開催 !
＊その他の曜日で見学ご希望の方は、
下記よりお問合せください！

モデルハウス公開中!

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 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

はとり眼科
987-6789 中土狩　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

杉沢歯科医院
975-4618 柿田　　

23 ㈮ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町　

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

25 ㈰ 崎川耳鼻咽喉科
975-9131 伏見　　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

服部歯科医院
992-0011 佐野　　

29 ㈭ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

勝又歯科医院
989-4726 上土狩　

30 ㈮ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

スマイル歯科医院
997-1610 深良　　

31 ㈯ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

日 内 科 外 科 小児科

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

30 ㈮

池田病院 986-1212 本宿

白石医院 951-4593 市道町 静岡医療センター 975-2000 長沢 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

31 ㈯

望星第一
クリニック 922-0222 柳町

小林医院 966-7700 今沢 沼津市立病院 924-5100 東椎路 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野
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今月の救急協力医

１月前期の救急協力医
平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時　※ 12/29 〜 1/3は８時〜 18 時

日 内 科 外 科 小児科

１㈰

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
村岡内科
クリニック 954-2000 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

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

２㈪

杉山病院 963-4114 錦町

境医院 975-8021 竹原 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

込宮クリニック 992-8686 茶畑

３㈫

きせがわ病院 952-8600 大岡

おおい神経内科 922-8886 北高島町 瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 下香貫

　島郷 西村医院 971-6510 下土狩

須山診療所 998-0006 須山

４㈬ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 さくら胃腸科・

外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

５㈭ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

６㈮ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 鈴木医院 993-0430 佐野 星野医院 962-0782 山王台

７㈯ 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

８㈰

本村クリニック 969-0001 大塚 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

清流クリニック 941-8688 堂庭 よざ小児科医院 967-5722 原

新井内科
クリニック 992-0811 久根 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田

９㈪

杉山医院 972-3223 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 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

東名裾野病院 997-0200 御宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

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

11 ㈬ 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

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

22
2016.12.1・15



１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  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

13 ㈮ 今井医院 921-3211 五月町 守重医院 931-2511 我入道
　江川 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈯ 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

15 ㈰

あそうクリニック 929-7575 筒井町 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

杉山医院 992-0028 平松 守重医院 931-2511 我入道
　江川

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㈰ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

中原歯科医院
993-3300 佐野　　

２㈪ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

中里歯科医院
976-1818 伏見　　

３㈫ 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　　

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩　

８㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩　

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野　　

９㈪ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

西島歯科医院
988-3162 納米里　

15 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

真野歯科医院
972-5290 堂庭　　
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●１月の行事予定
おはなしの会
 ７日㈯ 14時30分〜 おはなしのへや
 14日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなしの会
 17日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

親子わいわい広場
 14日㈯ 10時〜12時 本館２階展示室

ファーストブック
 18日㈬ ９時〜12時 本館２階展示室
 25日㈬ 13時〜16時 本館２階視聴覚室

天野 蒼
そう

太
た

くん
（２歳 10カ月・御宿坂上）

大塚 想
そう

真
ま

くん
（２歳 10カ月・佐野本宿）

曽根 陽
ひ ま り

愛姫ちゃん
（３歳・岩波）

髙橋 日
ひ

彩
いろ

ちゃん
（２歳 11カ月・中丸上）

津軽三味線姉妹ユニットゆりあい
コンサート［絆］

と　き／１月９日㈪　15時 30分～
　　　　※開場▶ 15時
ところ／多目的ホール 
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 2,500 円
　　　　高齢者割引（65歳以上）▶ 2,300 円
　　　　※未就学児の入場はできません。

平成２８年度公共ホール音楽活性化支援事業
おやこで楽しむ！トランペットコンサートVOL. ２

と　き／１月28日㈯　14時～
　　　　※開場▶13時30分
ところ／多目的ホール 
料　金／自由席（税込）
　　　　おとな　▶ 1,000 円
　　　　こども（３歳以上高校生以下）▶ 500 円
　　　　おやこ（おとな・こども各１人）▶ 1,200 円
　　　　※３歳未満はおとな券１枚につき１人無料
その他／楽器作りワークショップを 12時30分からエ

ントランスホールで開催します。参加無料です。

１月の休館日 １日㈰～３日㈫・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪

993-9300

NAVI

５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪
29日㈭～31日㈯

12月の休館日

小野寺 葉
は

月
づき

ちゃん
（２歳 9カ月・二ツ屋一）

佐藤 百
もも

恵
え

ちゃん
（３歳・岩波）
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裾野さくら



当市では、さまざまな団体や企業の皆さんが花による

まちづくりの活動に地道に取り組んでいます。これらは

多くの市民ボランティアの熱意で行われ、市民協働によ

るまちづくりの代表的な活動になっています。2020 年

に開催される東京オリンピックでは、観光客の増加が予

想され、花いっぱいのおもてなしが期待されています。

花によるまちづくりに携わる方々に、活動の喜びや楽

しみ、今後の展開などについて語り合ってもらいました。

2017年
新春座談会

菜の花･コスモス･そば･桜　富士山に似合う花は？
～市民･団体･企業が支える「花いっぱいのお･も･て･な･し」～

座談会参加者
（順不同・敬称略）

●林 松代
パノラマロードを花でいっぱいに
する会副会長
みのり会会員

●岡田 晃一
南駿農業協同組合副組合長・さく
ら部会会長
裾野駅西土地区画整理審議会会長
平松区神社総代会長

●西山 征
まさ

臣
おみ

㈱オートベル東部ブロック沼津第
一事業所所長
パノラマロードを花でいっぱいに
する会会員

●髙村 謙二
裾野市長
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ボランティアで成り立つ
富士山と花のコラボレーション

市長 ▼林さん、まず、パノラマロードを花でいっぱい
にする会の活動について教えてください。
林 ▼６月のコスモスの種まきに始まり、10 月の菜の
花の種まきで終わるのが１年間の活動です。種をまく
前の耕運をはじめ、種をまいた後に草刈り、草取りを
３回くらい行います。種まきイベントには、市民ボラ
ンティアの方も参加してくださり、総勢 200 人くら
いになることもあります。昨年は彼岸花も植えました。
球根は会員が持ち寄ったものです。
市長 ▼私も作業のときには毎回参加しています。
林 ▼重要な働き手です。市長さんが来ると、みんなの
士気も上がりますよね、西山さん。
西山 ▼そうですね。みんな「頑張ってますよ」ってア
ピールします。
市長 ▼西山さんは、種まきイベントを始めたときには
もう参加していましたよね。
西山 ▼そうです。この会が始まったのが平成 22 年で、
私は平成 24 年からお手伝いさせてもらっています。
会社で社会貢献をしようというのが始まりです。やは
り地元の裾野市で何かできないかなと、いろいろと探
しました。

農業委員会で “裾野さくら ”と命名

市長 ▼裾野さくらはどうして誕生したのですか。
岡田 ▼ 私は平成 25 年に農業委員をやっていました。
その頃、震災の風評被害などで山形県から富士市に移
住してきた桜生産者の石井重久さんに、遊休農地と
なっていた公文名の畑を紹介しました。石井さんはい
ろんな桜の品種の登録を持っていますが、その中の一
つの初夢吹雪と十月桜の交配種が、裾野では正月ごろ

に咲きました。その桜に名前をということで “ 裾野さ
くら ” を名付けました。
市長 ▼「裾野」という名前を織り込んでもらってあり
がたいですね。
林 ▼冬に咲く花というのは、本当に貴重ですよね。
岡田 ▼昨年７月に農協でさくら部会を設立しました。
現在は５人で裾野さくらを生産しています。富士山と
桜がマッチして良いのではないかと思っています。

裾野市を代表する花に！
「あの」裾野さくらの “裾野 ”に……

岡田 ▼今年あたりから試験的に東京の大田市場へ出荷
していきたいなと思っています。何しろ木が少ないの
で、木を増やしながら少しずつです。
市長 ▼技術的には困難な面ってあるのですか。
岡田 ▼植えて、切って、剪

せん
定
てい

して、花を市場に出しま
す。残った木にちょっと肥料をあげれば、次の年にま
た伸びてきます。木が育ってから出荷までの作業は難
しくありませんが、挿し木をして木を増やす過程では
100 本中１〜２本しか付きません。
林 ▼そうですか……。難しいのですね。
岡田 ▼少し技術が必要です。やる気のある農家を募集
しています。JA なんすんにご相談ください。生産者
を 20 人くらいに増やすことが目標です。
市長 ▼当市のキャッチフレーズに「あの、その、すそ
の」があります。裾野さくらも一つの「あの」裾野に
なると嬉しいですね。
岡田 ▼いずれは商品開発に
活用してほしいです。お酒な
どのラベルに富士山と裾
野さくらを付けたり、「裾野 
さくら酒」のような名前を付
けたりすることができます。

2017　新春座談会

菜の花の種まきイベント

岡田さん

裾野さくらを小柄沢公園に植樹
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林・西山 ▼そうですね。
市長 ▼お菓子もできると良いですね。
岡田 ▼花を見るために人が集まるだけでなく、商品が
生まれれば市の活性化につながります。
市長 ▼総合戦略の中で「東京から 100km 圏内の特別
な田舎」というキャッチフレーズを付けました。特別な
田舎には農業という切り口がとても大事だと思います。

花畑で結婚式？！
洋装にも和装にもマッチ

市長 ▼ 平成 27 年から JA のそばの花まつり、ぐりん
ぱの天空のダリア祭り、コスモスまつりを連携させ、
PR しました。それぞれの花畑の様子はどうですか。
岡田 ▼昨年のそばの花まつりは、雨のため途中で中止
になってしまいました。平成 27 年は多くの方に来て
いただきました。
林 ▼そばは食べるだけでなく、花も盛況ですよね。
岡田 ▼このようなイベントにたくさんの人に来ていた
だくことで市が活性化していくというのは大事です。
林 ▼パノラマ遊花の里の花畑には、口コミで観光バス
がたくさん来ました。
市長 ▼コラボレーションするのはやはり良いですね。
市営墓地で芝桜の植栽をやっています。各地点で花祭
りみたいなものが増えていくと良いですよね。
林 ▼ コスモス畑に来
た方には「そばの花 
畑もありますよ」と 
か「ぐりんぱの花畑 
がきれいですよ」と 
いうふうに宣伝でき 
ますからね。
西山 ▼９月のコスモスまつりに行きました。見て、買っ
て、食べて楽しいです。お客さんがたくさん来ていました。
市長 ▼本当に増えていますよね。
林 ▼市外の方が多いようですね。市民の方の認知度が
低いのかなと思います。近所の方から「パノラマロー
ドってどこ？」と聞かれたことがあります。
市長 ▼それは PR をもっと頑張らないといけませんね。
岡田 ▼そうですね。インターネットで情報を得られる
ので活用したいですね。
林 ▼遠くの方が「どこか良いところないかな」と探す
のかもしれません。パノラマ遊花の里で、結婚式の前

撮りをしている方を見かけます。
市長 ▼花嫁衣装で撮影に来ている方がいますよね。
西山 ▼良いですね。私のときもぜひ撮りたいです（笑）。
市長 ▼撮影だけではなく、本番の結婚式をやってみた
らどうでしょうか。
林 ▼パノラマロードの宣伝にもなります。
西山 ▼南伊豆町で菜の花
畑結婚式をやっています 
が、こちらには富士山が 
付いていますからね。
林 ▼でも、富士山がはず
かしがり屋で姿を見せて
くれないときが多くてね
……。
市長 ▼そうですね。こればかりは仕方がないです。

「花」の仲間を増やすことが課題

市長 ▼それぞれの活動で何が課題となっていますか。
林 ▼菜の花を桜の開花に合わせると、菜の花の種を早
くまく必要があります。本当はもっと長くコスモスを
見てほしいのですが、10 月初めには刈り取らないと
いけません。せっかくきれいに咲いているのにかわい
そうだと思うのですが……。菜の花の種まきを遅くし
て、コスモスを長く見ていただけるような、工夫がな
いかといつも思っています。
市長 ▼良い方法があれば良いですね。
林 ▼通常のコスモスの見頃の 10 月末ぐらいに、コス
モスをパノラマ遊花の里に見に来る方がいますが、
刈ってしまっているので……きれいに咲いたときのパ
ネルを置いておきたいですね。
市長 ▼岡田さんは、菜の花から油をとっていますよね。
岡田 ▼そうですね。そばだけでは収益が少ないので、
そばを収穫した後、菜の花の種をまいているそうです。
でも、シカに食べられてしまうのが課題ということです。
市長 ▼そうですか……。
岡田 ▼菜種油は、化学的に抽出
するのが一般的です。そば部会
員が採取したときは、化学的な
方法を使わない昔ながらの方法
で絞ったそうです。
市長 ▼その油を１本いただきま
した。すごく良い油でした。

西山さん

林さん
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花を見るのも良いですが、それが自給できると良いで
すね。
岡田 ▼循環型にできることが理想ですね。
林 ▼コスモスも種を採って育てたいです。
西山 ▼そうですね。でも、早く刈ってしまうから難し
いですね。
岡田 ▼裾野さくらに関しては、やはり生産者が少ない
ので増やすことが課題です。
市長 ▼課題解決に何が必要ですか。
林 ▼市民の方を含めパノラマ遊花の里を知らない方に
知ってもらいたいですね。みんなに宣伝マンになって
もらって、広めてもらえたら……。
岡田 ▼裾野さくらは報道に取り上げてもらい、知って
もらえたと思います。生産者が少ないので、耕作放棄
地解消のためにも行政と連携できたらと思います。
市長 ▼ 農協とタイアップ
することは大切ですね。
西山 ▼ パノラマロードを
花でいっぱいにする会の先
進地視察で、昭和記念公園
に行って来ました。公園と
して入場料をとっているこ
ともあり、花の間隔がきれいで密度がありました。
林 ▼苗を植えたような感じでしたね。きれいでした。
西山 ▼公園内では、ボランティアの腕章をしている方
が花壇などで作業をしていました。私たちと同じよう
にボランティアがある程度やっているのでしょうか。
林 ▼コスモスは専門の方がやっているそうです。
西山 ▼すごくきれいだと感じました。列がそろってい
て、畑に入っても服が汚れませんでした。パノラマ遊
花の里も、均等にきれいに見えるようにしたいです。
林 ▼昭和記念公園のコスモス畑の中には、散歩コース
が通っていましたね。
西山 ▼ そうですね。遊花の里でも富士山とのコラボ
レーションで良いアピールができそうですよね。
林 ▼電柱がなければ良いですね。

春夏秋冬とおして花が見られるまちに
市内の至る所に花を

市長 ▼冬もパノラマ遊花の里で花を見ることはできる
のでしょうか。
林 ▼スイセンを植えてみましたが、あまり生育しませ

んでした。
岡田 ▼多分、裾野さくらは大丈夫だと思います。雪が
かかった富士山と桜。それで春を迎えられたら良いで
すよね。
西山 ▼確かに。
岡田 ▼裾野さくらは 11 月下旬から咲き始めて、１月
から 2 月ごろまで順次咲いていきます。
市長 ▼「裾野に桜を見に行くべぇ」と来ていただきた
いですね（笑）。
西山 ▼冬の花見ですか。良いですね。
岡田 ▼今のところ切り花ですが、将来的にはパノラマ
ロードなどで見られるようにしたいですね。挿し木が
どうやったら上手く付くか勉強して、何とか増やして
いけたらと思います。市内にも広がっていく感じで。
市長 ▼小柄沢公園に植えた裾野さくらは、いつも気に
して見ています。先日、トヨタ自動車㈱東富士研究所
の開設 50 周年の式典で花の植栽の話になりました。
岡田 ▼そうですか。
市長 ▼研究所の入口に花を植えたそうです。世界中の
方が来る場所なので、入口に裾野さくらを植えられた
ら、市を PR できて良いと勝手に思っていました。
岡田 ▼そういったこともちょっと考えています。
市長 ▼大いに期待します。

そこでしか見られない！特別なものに

市長 ▼その場所でしか見られないものをたくさん作る
ことができたら、良いですよね。
岡田 ▼コスモスでも「この富士山とコラボしたコスモ
スはここにしかありません」と言えば、見に来てくれ
ます。
林 ▼朝パノラマ遊花の里へ行くと、カメラマンが多い
です。
市長 ▼春は富士山と菜の花と桜、秋は富士山とコスモ
スという絵になりますからね。

2017　新春座談会

髙村市長
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岡田 ▼河津桜は苗を売っています。あちこちに広まっ
たので、河津町に河津桜を見に行く人が少なくなって
いるそうです。
市長 ▼今や河津桜は全国で見られます。
岡田 ▼それに対し、豊田市小原町では、愛知県天然記
念物の四季桜が各家庭や公園に植えられています。自
分たちの地域から出さないよう管理されています。地
域につなぎ止めておくことが重要だと思っています。
林 ▼そうですね。
岡田 ▼四季桜は、11 月ごろに見頃を迎えます。紅葉
と桜を同時に見ることができ、お客さんでにぎわって
います。ここまで、20 年かかったそうです。
林 ▼そうですか。
岡田 ▼やはり、そこでとどめておかないと。その点で
裾野さくらは、増やすのが難しいですが、それが欠点
であり、利点でもあると考えています。私は 60 歳を
過ぎていますが、20 年後、市内が裾野さくらでいっ
ぱいになって、冬になると咲いている様子が見られる
と良いですね。
市長 ▼来て、見ていただいて、きれいだと感じていた
だくのと、商売っ気を出すことも必要ですよね。施設
を建てることは難しいですが、テントを持ち寄っても
良いです。
岡田 ▼豊田市小原町もそうです。テントを利用し、婦
人会や商店街などの方
もそこへ売りに来てい
ます。
西山 ▼そうですか。弊
社でも何かしら協力で
きると思います。
林 ▼「お手洗いがないと長居できない」と言われるの
で、お手洗いがほしいですね。
岡田 ▼そうですね。
市長 ▼それはしっかり考えたいと思っています。

駅前や史跡など街なかに花を
東京五輪に向け花のおもてなしを

岡田 ▼区画整理がだいぶ進んできています。ハナミズ
キを街路樹として植えてありますが、花があると
ちょっとほっとしますよね。
市長 ▼そうですね。
岡田 ▼私は佐野原神社の総代もやっていますが、神社

の敷地の一部も区画整理事業用地として、整備しまし
た。５・６年前なので裾野さくらはまだなく、河津桜
を植えました。花の咲く頃には、子ども連れの方たち
がお弁当を持って花見をしています。駅周辺や街中に
人が寄れる場所にすることが必要だと思います。
市長 ▼心安らぐ空間を作ることは大切ですね。
林 ▼各地に拠点があると良いですね。この地区はここ
がきれい、あの地区はあそこが良いとか……。
岡田 ▼意外と遠くの方がわざわざ来てくれるので、き
れいにしておくと人が寄ってくると思いますよ。花を
植えておくことも良いし、地域できれいにしておくこ
とも１つの方法だと思います。
市長 ▼国内外から世界遺産富士山のもとを訪れること
が予想されます。花のおもてなしのアイデアはありま
せんか。
林 ▼オリンピックは夏ですね。
岡田 ▼真夏はあまり花がありませんね。
林 ▼キバナコスモスでしたら、種を早くまければ早く
咲きますね。そんなふうに工夫していく必要がありま
す。
西山 ▼ 会社でまだアイデアは出ていませんが、ボラン
ティアの活動は変わらず続けていきたいと思っていま
す。
岡田 ▼農協としてはやはり「食」ですね。どんな食材
を提供できるか考えます。
市長 ▼市内には世界遺産富士山の構成資産の須山浅間
神社や深良用水、屏風岩、葛山城などがあります。こ
こにもエッセンスというか、ワンポイントとして花を
を入れると、つられて、人に来ていただける可能性が
増えます。
岡田 ▼花があると景色も映えてくると思いますね。写
真を撮ろうと思えば、景色だけではなく、花があると
もっと良くなってきます。
市長 ▼「まち・ひと・しごと」の「しごと」の部分は、
皆さんが持っているノウハウや経験を生かしてチャレ
ンジしていただきたいです。いろんな協力関係を築い
て、まるっきり新しいものではなく、今あるものに磨
きをかけて、外へ打って出ていただけると本当にあり
がたいと思います。
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市民恊働で街に花を。心にうるおいを

市長 ▼最後に皆さんの夢を教えてください。
西山 ▼個人的なことですが、愛の花を咲かせたいとお
もいます（笑）。夢、こんなことで良いのですか。
市長 ▼いいんですよ。幸せそうで良いじゃないですか。
西山 ▼引き続きパノラマロードを花でいっぱいにする
会の活動に参加させてもらい、地域貢献したいと思い
ます。
林 ▼四季を通して花を楽しめるパノラマ遊花の里にす
ることが夢です。私はみのり会の一員ですが、会員が
だんだん高齢になってきています。活動を通して、み
んなで元気を分け合い、いつまでも続けられるように

したいです。パノラマロードがより一層みんなに知ら
れるようになってほしいです。
岡田 ▼裾野さくらが市内を埋め尽くすようになっても
らえばなと思っています。何度も言いますが、そのた
めには生産者が増えることが必要で、それを一番願っ
ています。
市長 ▼皆さんの夢の実現に向けて、行政としてできる
限りサポートしなければならないと思っています。
“ 裾野 ” というフィールドで活躍していただくことが
一番良いことだと思っています。私の夢は、市民協働
の花を咲かせることです。夢の実現のため、皆さんの
活動を強力にサポートしていきたいと思います。本年
もよろしくお願いします。

2017　新春座談会

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 12 月 3 日に行われた第 17 回静岡県市町

対抗駅伝競走大会におきまして、選手の皆さんが

力を合わせてタスキをつなぎ、それまでの裾野市

の最高タイムを２分以上も短縮して 7位入賞を

果たしたことは皆さんの記憶に新しいことと思い

ます。私も市民の一人として感動し、大変に誇ら

しく感じました。

この駅伝大会のように、自分の住むまちが話題

になること・活躍することは市民の大きな喜びと

なります。今年は、これまでの地方創生の取り組

みをさらに加速化することで裾野市の魅力や価値

を高め、それを市民の皆さんのシビックプライド

（まちへの愛着や誇り）につなげていく一年とし

たいと考えております。

シビックプライドの向上をめざして

裾野市長

髙村 謙二

地方創生など、全てのまちづくりの取り組みは、

決して行政のみで成しうるものではありません。

企業を含めた市民の皆さんと力を合わせて取り組

んでいくという“市民協働”の視点が不可欠です。

市民協働については、市内の“歴史・文化・名所

旧跡”を核として地域づくりにつなげようという

活動が盛り上がってきています。更に、裾野を

フィールドとして、市民が自発的に企画・運営す

る活動も活発になってきており、“市民協働のま

ちづくり”に向けた機運の高まりを感じられるよ

うになってきています。

これからも、市民の皆さんと行政が力を合わせ、

こうした「まちづくりの主役は自分たちだ」とい

う機運をさらに盛り上げながら、戦略的シティプ

ロモーションを市内外に向けて展開し、裾野市の

認知度をあげることにより、市民のシビックプラ

イドの向上につながるよう取り組んでまいります。

結びに、今年一年、皆さんのご健勝、ご多幸を

心からお祈り申し上げまして年頭のご挨拶といた

します。

年頭あいさつ
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東部わかちあい　すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

１ 月 21 日 ㈯　13 時 30 分 〜
15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

自衛官候補生
（任期制自衛官）試験

①１月 29 日㈰
　②２月 19 日㈰または 23 日㈭

18 歳以上 27 歳未満の男子（平
成 29 年３月 1 日現在） 
①〜１月 24 日㈫

　②１月 31 日㈫〜２月 21 日㈫
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

国保高齢受給者証交付会

　２月１日㈬から対象となる方に、
受給者証を交付します。

１月 26 日㈭
　10 時 20 分〜 11 時 30 分 

福祉保健会館研修室
昭和 22 年１月２日〜２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

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

とき ところ

１月 11日㈬ 県精神保健福祉センター
（静岡市駿河区有明町）

１月 18日㈬ 富士健康福祉センター
（富士市本市場）

※時間はいずれも 13 時〜 16 時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

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

明るい家庭づくり
講演会

２月 12 日㈰　９時 30 分〜
生涯学習センター学習ホール
子育て中の方、孫のいる方、明
るい社会づくり運動の会員の方

テーマ／「昔と今の子育ての違い」
“ 想いは一つ、命のつながり ”

講師／雑賀崇子さん（保健師）
無料の託児があります。予約が
必要です。氏名、人数、学年な
どをご連絡ください。
明るい社会づくり運動裾野地区
協議会　992-2406

　職員のワーク ･ ライフ・バランスの実現と長時間勤務の是正、時
間外勤務を縮減するため、市役所本庁などの職員を対象に時差出勤
制度を試行実施します。

通常の勤務時間と異なる時間で出勤や退庁、休憩をする場合があ
ります。ご理解をお願いします。
実施日／１月〜
実施時間
①７時 30 分〜 16 時 15 分
②９時 30 分〜 18 時 15 分
③ 10 時 30 分〜 19 時 15 分
④ 11 時 30 分〜 20 時 15 分
⑤ 13 時〜 21 時 45 分

休憩時間
①②は、12 時〜 13 時
③④⑤は、11 時〜 14 時、
17 時〜 19 時の間で 1 時間

市役所業務の開庁時間は、８
時 30 分〜 17 時 15 分です。
変更はありません。
人事課　995-1806

職員の時差出勤制度を試行実施
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

水道工事当番店の変更

　１月 22 日㈰と 28 日㈯の水道
工事当番店が変更になりました。
変更後
●１月 22日㈰
㈲富士設備 997-1507
●１月 28日㈯
㈲田央設備 997-5175
上下水道課　995-1835

にこにこキャラバン
“南児童館の巻 ”

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。

１ 月 31 日 ㈫　10 時 〜 11 時
30 分
南児童館
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

未登記家屋を取り壊したら
家屋滅失届の提出を

固定資産税の課税対象になって
いる未登記家屋を平成 29 年１
月１日㈰までに取り壊した方

届け出方法／課税課にある所定の
用紙に必要事項を記入し、提出
してください。
１月 31 日㈫
登記してある家屋を滅失登記し
た場合、この届け出は必要あり
ません。
課税課資産税係　995-1809

1 月 10日は 110番の日

　110 番は緊急回線です。事件
事故に遭ってしまった、事件事故
を目撃した方は、１分１秒でも早
い通報をお願いします。
　警察に対する相談や
落し物の問い合わせな
ど不急の用件は、裾野
警察署へお願いします。
裾野警察署

　995-0110

アルコール依存相談

　専門の相談員が応じます。秘密
は厳守します。

１月 16 日㈪・23 日㈪
13 時〜 16 時（１回 45 分）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前の週の金曜日
県精神保健福祉センター

054-286-9245

裾野都市計画火葬場の
� 決定に関する公聴会

　「新しい火葬場」に関する都市計画を決定する原案（裾野市決定）
の、公聴会を開催します。市民の皆さんに公聴会で意見を述べても
らい、計画に反映しより良い計画にすることが目的です。

１月 26 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。

原案の閲覧
都市計画の原案を閲覧できま

す。
１月 12 日㈭〜 19 日㈭

　※土・日曜日を除く
生活環境課
市公式ウェブサイトからダウ
ンロードできます。

公聴会での公述
　公聴会で公述したい方は、ま
ちづくり課または生活環境課に
ある申出書などに必要事項を記
入し、まちづくり課へ提出して
ください。　※郵送可

１月 12 日㈭〜 19 日㈭　
※土・日曜日を除く。郵送の場
合は最終日 17 時必着
申出書は市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。
まちづくり課　995-1829

　生活環境課　995-1816
http://www.city.susono.

sh izuoka . jp/ma/ info/ 
2016/1222-0830.php

〒 410-1192　佐野 1059
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検察審査会

　交通事故、窃盗、詐欺などの犯
罪の被害に遭い、警察や検察庁に
訴えたが、検察官がその事件を起
訴してくれない。このような不満
を持っている方のために検察審査
会があります。

気軽にご相談ください。相談や
申し立ての費用は無料です。秘密
は堅く守られます。
静岡地方裁判所沼津支部内

　沼津検察審査会事務　931-6000

親子わいわい広場

申し込みは不要です。自由に入
室・退室ができます。

１月 14 日㈯　10 時〜 12 時
鈴木図書館２階展示室
幼児・小学生と保護者
ぶんぶんゴマや折り紙、カルタ、
巨大すごろくなどお正月遊びを
みんなで楽しみます。
駐車場には限りがあります。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

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。

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
く低下する恐れのある方
社会復帰を目指す成人の方のた
めに、あん摩マッサージ指圧師
の国家試験の受験資格を取得す
るコース（保健理療課）です。
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

市民文芸誌『文芸すその』
第 36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 36 号を市
内の書店などで販売します。

１月６日㈮〜２月 28 日㈫
生涯学習センター、鈴木図書館、
戸田書店リブレ裾野店、田代新
聞センター
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

税務署の相談窓口

インターネット上の税務相談室
国税庁ホームページで、よくあ

る税に関する質問に対する回答を
掲示しています。インターネット
環境のあるパソコンやスマート
フォンから「タックスアンサー」
と検索してください。
電話相談

沼津税務署へ電話を掛けてくだ
さい。自動音声で案内がされるの
で「１」を押して、自動音声に従っ
て、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
曜日、祝日、年末年始を除く
沼津税務署　922-1560

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。

１月 10 日、17 日の火曜日　
13 時〜 16 時（１回 45 分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

消防出初式

１月８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 ～

パレード 15:30 ～ 駅前通り
新道通り

※時間は前後することがあります。
【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。

危機管理課、裾野消防署、各支
所にある応募要項に添付されて
いる応募票に必要事項を記入し、
写真に貼り付け、危機管理課に
提出してください。応募要項は
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。　※郵送可
１月 16 日㈪（必着）
危機管理課　995-1817
http://www.city.susono.

shizuoka.jp/life/dp/photo 
contest.php

〒 410-1192　佐野 1059
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富士サファリパーク
１人無料キャンペーン

富士サファリパークでは、市制
を施行した１月１日に合わせ、市
内に住んでいる方を対象に、車１
台につき１人分の入園料金を無料
にします。

１月１日㈰〜９日㈪
市内に住んでいる方
●キャンペーンを利用する際は、
入口料金所で「広報すそのを見
た」と申し出てください。身分
証明書の提示が必要です。●精
算終了後の払い戻しはできませ
ん。●入園受付時のみ有効です。
●同乗の方は 300 円割引にな
ります。（サファリクラブ会員
の方は会員割引）。●招待券、
その他の割引とは併用できませ
ん。●団体での入園の場合は利
用できません。
富士サファリパーク

　998-1313

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 26 日㈭　10 時〜 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
１月 12 日㈭
国保年金課　995-1813

普通救命講習会

１月 23 日㈪　９時〜 12 時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30 人（先着順）

AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

ボランティア
（ジョブ・サポーター）

　御殿場特別支援学校で行ってい
る「ぷれジョブ（住んでいる地域
で行う職業体験）」のサポートを３
月まで行うボランティアを募集し
ています。
ぷれジョブ／御殿場特別支援学校

に通う小学部５年生〜中学部の
生徒の有志が、月に２回程度、
１時間の職業体験を行います。
御殿場特別支援学校

　0550-87-8200

駿東地域職業訓練センター
２月講座

●技能講習▶玉掛け技能講習、
ガス溶接技能講習、足場の組立
て等作業主任者技能講習●パソ
コンコース▶パソコン入門（ビ
ギナーズコース）、ワード基礎、
エクセル基礎、ワード活用、エ
クセル活用、イラストレーター
基礎、夜間パソコン入門（ビギ
ナーズコース）、夜間ワード基
礎、夜間エクセル基礎、夜間ワー
ド活用、夜間エクセル活用、夜
間イラストレーター基礎●カル
チャーコース▶フラワーアレン
ジメント、手作り木綿ぞうり教
室、アロマ教室、絵画教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

消費生活学習会

①１月７日㈯　10 時〜 12 時
　②１月 12 日㈭　10 時〜 12 時

生涯学習センター学習室１ 
各 40 人（先着順）

テーマ／①健康食品って何だろう
②クスリとの飲み合わせやリス
ク

講師／①②森田満樹さん（消費生
活コンサルタント）
消費生活センター

　995-1854

厚生労働省
ものづくりマイスター

技能の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全ての要件に該当す
る方
①🄐〜🄒のいずれかに該当する
方▶🄐技能検定の特級・１級・
単一等級技能士🄑🄐と同等の技
能を有すると認められる方🄒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
思および能力がある方
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/mono 
dukuri/m_bosyu.php
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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 大学に入り一人暮らしになったので、友人を
作ろうと SNS で知り合った人と会った。「お金

を稼げるから」と副業講座を勧められた。高額で払え
ないと断ったが、強引に勧められ契約してしまった。
代金は消費者金融から借りて払うよう言われた。解約
したい。

Ａ 友人のつもりで会ったら商品の勧誘だったと
いう相談が寄せられています。

　未成年者の場合、未成年者取消権があるため親権
者の同意なく行った契約は、原則取り消すことがで
きます。満 20 歳を迎えると未成年者取消権はなく
なります。いったん契約を結ぶと容易に解約するこ
とはできず、代金支払いの義務が生じます。不必要
な契約はきっぱり断りましょう。契約によっては、
取り消しや解約ができる場合がありますので、早め
に周囲の方や消費生活センターに相談してください。

クレジットカードの利用は借金と同じ！
　クレジットカードでの買い物は、現金の持ち合わ
せがないときなどに便利です。しかし、クレジット
カードを使用することは、カード会社に借金をする
のと同じことです。後で困ることがないよう、仕組
みをよく理解して計画的に上手に利用しましょう。
【利用のポイント】
①返金できる範囲で利用！

毎月の収入で余裕をもって返済できる範囲で利用
しましょう。

②カードの管理はしっかりと！
他人にカードを貸してはいけません。紛失した場
合は、すぐにカード会社と警察へ連絡しましょう。

③借金返済のための借金はしない。

消費生活センター　 995-1854

ママのための防災講座

主婦目線を生かした防災講座で
す。子どもを守るために、ママに
知っておいて欲しい防災の知恵を
学びます。

第１回▶１月 31 日㈫　10 時
〜 12 時

　第２回▶２月 10 日㈮　10 時
〜 12 時
生涯学習センター 

子育て中の母親
各 15 人（先着順）
第１回▶子どもを守れる部屋づ
くり

　第２回▶ポリ袋で作る防災クッ
キング
各回 500 円
●無料の託児があります。講座
の申込時にお申し込みください。
●第１回・第２回両方申し込む
こともできます。

NPO法人メープル
965-3680

データバンク
12 月１日現在

人　口　52,795人�（－48人）
　男　　26,828人�（－27人）
　女　　25,967人�（－21人）
世　帯　21,567世帯
� （－42世帯）
内、外国人� 705人386世帯

平成28年度　全国統一防火標語
　消しましょう
　　　　その火その時
　　　　　　　その場所で

12
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Health

健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検

査投薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。 裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

11日㈬
９:00〜９:15

平成28年７月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

17日㈫
13:00〜13:30

平成27年７月
生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈫
９:00〜９:15

平成26年12月・平成
27年１月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成26年７月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成26年１月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
1６・23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

23日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

13日㈮　18:00〜18:30
26日㈭　 8:45〜 9:00 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

30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

16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

11日㈬・27日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

23日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

内科 整形・内科 内科 内科 整形 内科 内科
8 9 10 11 12 13 14

内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
15 16 17 18 19 20 21

内科 外科 内科 外科 内科 整形 内科
22 23 24 25 26 27 28

内科 外科 内科 内科 内科 内科 整形・内科
29 30 31

整形 外科 内科
※２日㈪・28日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

１月の健康コーナー

日（曜日） 時　間
 ５日㈭※  9:00 〜 11:30
10日㈫　 17:00 〜 19:45
17日㈫※  9:00 〜 11:30
23日㈪　 13:00 〜 15:30

※は C 型肝炎検査もできます。
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今月の救急協力医

診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

1月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈪ 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

17 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

18 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 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

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

　馬場

20 ㈮ 森岡医院 962-1084 大岡 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

21 ㈯ 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

22 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 東医院 921-5520 高沢町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

おぐち医院 992-6611 深良 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

23 ㈪ 大庭内科・消化
器科クリニック 995-1123 佐野 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈫ 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈬ 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 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

26 ㈭ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

28 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

14
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

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

22 ㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

三須産婦人科医院
993-0011 佐野　　

牧野歯科医院
988-1184 下長窪　

29 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

岩端医院
962-1368 大手町　

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野　　

日 内 科 外 科 小児科

29 ㈰

旭医院 966-0031 原 五十嵐クリニック 934-6700 志下

かとう内科医院 946-5562 大岡 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

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

30 ㈪ 武藤医院 931-0088 三園町 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

31 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

15
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富士山資料館 998-1325

石井好子メモリアル音楽祭 2017
ポピュラー音楽の祭典

～限りない想いを歌に富士山の裾野から　vol.15～
3.11 復興祈念　希望の歌～生きる～

と　き／３月 11 日㈯　17 時〜
　　　　※開場▶ 16 時 30 分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 6,500 円　当日券▶ 7,500 円
　　　　※未就学児の入場はできません。
チケット販売／１月 14 日㈯　９時〜　※ 14 日㈯の

受付は特設電話（993-9311）のみ。
　　　　　　　15 日㈰以降は文化センター窓口と

電話予約９時〜 21 時
出　演／美川憲一、伊東ゆかり、森昌子、神野美伽、

平みち他、メモリアルゲスト 水谷八重子

富士山での修行

平安時代初期、富士山は噴火を繰り返し、噴火を
鎮めるために「浅間大神」を祭るようになりました。
噴火が収まると、密

みっ
教

きょう
の影響もあり修験道の道場

となりました。修験道は、山岳に登り修行を積み呪
じゅ

力
りょく

を体得し、それに基づく加
か

持
じ

祈
き

祷
とう

を行います。近
隣では村山の興法寺が修験道の中心地でした。

江戸時代にも多くの僧が修行したようで、右下の
古文書は、1839 年須山村の村役人から小田原藩に
出されたものです。内容は「浄土宗の 行

ぎょう
者
じゃ

義賢が
富士登山をして念仏修行をした。頂上で修行をして
いたが山じまいとなるので、須山口二合目で満願ま
で修行したいと言ってきた。これから山は寒くなる
のでやめるように伝えた。本山の増上寺からは義賢
の思いのままにさせてほしいと言ってきた。そこで
小田原藩に伺いを立てて、沙汰を待つことにした」
です。

井草さんは、駿東地区英語弁論大会で優秀賞、東
部大会で第３位になり、県中学校英語話し方能力大
会で第２位の成績を修めました。

「ここまでの結果を残せたのは、家族や先生方、
友達からの声かけが励みになったからです」と笑顔
の井草さん。昨年度は市英語スピーチコンテストに
出場しましたが、残念ながら良い結果を残せず、今
年度リベンジを果たしました。

スピーチは、給食を残してしまうことから始まる
食品ロスがテーマです。身振り手振りを交え、堂々
と発表しました。「みんな発音が良くて緊張しまし
た。ステージに立って第一声を発すると緊張は解け
ました」と県大会の様子を語ってくれました。

英語の勉強は中学生になってから始めたそうです
が「小さい頃から英語に興味がありました。洋楽や
洋画が好きです」と楽しそうに話します。小学６年
生のときには、当市の姉妹都市フランクストン市に
約１週間の短期留学をしました。

井草さんは 11 月 23 日㈬に行われた全日本中学校
英語弁論大会・関東地区決勝予選大会にも出場を果
たしました。今後の世界での活躍が楽しみです。

県中学校英語話し方能力大会で第２位
西中学校３年　井草 七海さん（佐野二・15 歳）

993-9300

NAVI
１月の休館日
１日㈰〜３日㈫・10日㈫・16日㈪
23日㈪・30日㈪

美川憲一

神野美伽 水谷八重子

伊東ゆかり 森昌子

（須山区有文書）

乍恐以書付奉申上候村山大日堂
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うるおいすその
働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

0 月 00 日　�
キャプション

市の部第 7 位入賞！
12 月３日　しずおか市町対抗駅伝大会（第３中継所）
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市議会 12 月定例会が 11 月 25 日㈮から 12 月 12
日㈪までの 18 日間の日程で行われました。条例改正や
補正予算など 17 案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。

議案

第４次市総合計画・後期基本計画の策定
平成 28 年度から平成 32 年度までの今後 5 年間の

まちづくりの方針として、第４次市総合計画・後期基
本計画を定めました。
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
　人事院勧告を勘案し、市議会議員に支給する期末手
当の額を改めるため、条例を改正しました。
市職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部改正
　人事院勧告に基づき、職員、一般職の任期付職員に
支給する給与などの額を改めるため、条例を改正しま
した。
市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定
数に関する条例を制定
　農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員
会の委員および農地利用最適化推進委員の定数を定め
るため、市農業委員会委員定数条例の全部を改正し、
条例を制定しました。

市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正
農業委員会等に関する法律の改正に伴い、条例を改

正しました。
県市町総合事務組合規約の変更

裾野市、三島市および長泉町で構成する富士山南東
消防組合が県市町総合事務組合で所管する事務に加入
することに伴い、規約の一部を変更しました。
裾野、長泉清掃施設組合規約の変更

裾野、長泉清掃施設組合で共同処理する事務に、火
葬施設の建設に関する事務を追加することに伴い、同
組合の規約を変更しました。
市道路線の変更

都市計画道路平松深良線の一部供用開始に伴い終点
の変更をしました。

補正予算

一般会計補正予算（第５回）
既定の予算総額に７億 1,500 万円を追加し、歳入

歳出予算総額を 217 億 8,100 万円としました。
補正予算の主な内容は次のとおりです。
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市議会 12月定例会
条例改正や補正予算など 17議案を可決



●住みたくなるまち すその
　【まちの骨格をなす幹線道路の整備】

▼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
　良好な居住環境を確保し、災害に強いまちをつ
くるため、狭あい道路整備補助事業で市道 2019
号線（佐野地先）の道路整備を実施します。

▼ 橋
きょう

梁
りょう

長寿命化修繕事業
　道路橋の安全性の向上と延命化を図るため、金
山橋、大久保橋の長寿命化補修工事を実施します。

【市民・企業・行政が一体となった防災・減災の備え
の構築】

▶住宅等建築物耐震化推進事業
　平成 29 年度までの緊急措置として、現行の木
造住宅耐震補強助成事業補助額に 30 万円を上乗
せし、木造住宅耐震化を推進します。

▼深良中学校・東中学校耐震改修事業
　生徒が安心して快適に学校生活を送れるよう、
耐震補強改修と改築工事を実施します。
・深良中学校校舎／耐震補強・防水工事
・東中学校昇降口棟／建替工事

１ 「住みたいまち裾野」のまちづくり “ 共生 ”
●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】

▼臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業
　消費税率の引き上げを踏まえ、社会全体の所得
の底上げを図ることを目的に簡素的な給付措置と
して、低所得の年金所得者などに対し、平成 31
年 9 月までの 2 年半分を一括して給付措置を実
施します。

▼自立支援給付事業
　障がい者と障がい児が日常生活や社会生活を営
むことができるよう、必要な障がい福祉サービス
などの支援を総合的に実施します。

▼各種がん検診事業
　胃がん内視鏡検査など各種がん検診の受診者の
増加に伴い事業費を増額し、実施します。

●子ども達の生きる力を育むまち すその
　【学校の教育力の向上】

▼学校施設環境改善交付金事業
　東小学校・西小学校のトイレの洋式化と床の乾
式化改修工事を実施します。

３ まちやひとを豊かにする産業づくり “ 共栄 ”
●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】

▼深良柏木田・西原耕地ほ場整備事業
　県営中山間地域総合整備事業（生産基盤型）深
良地区の事業
費増に伴い市
負担金を増額
し、実施しま
す。

２ すべての起点となるひとづくり “ 共育 ”

　市議会の副議長の辞任に
伴う選挙が平成 28 年 11
月 25 日㈮に行われました。
副議長に土屋秀明氏が当選
し就任しました。

副議長に
土屋秀明氏が就任

副議長　土屋秀明氏
（須山二・69 歳）

◀金山橋（葛山）

大久保橋（葛山）▶

東小学校（昇降口棟）▶

◀深良中学校（校舎）
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平成 28 年分の所得税の確定申告、市・県民税の申告の受け付けが始まり
ます。確定申告の初日や、午前中の早い時間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。

確定申告受付日時・会場

とき ところ
2 月 14 日㈫～ 3 月 15 日㈬ 
9時～17時（受付▶16時まで）
※土・日曜日を除く

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）

2 月 16 日㈭～ 3 月 15 日㈬
9 時～ 12 時・13 時～ 16 時
※土・日曜日を除く

市役所 4 階
401 会議室

2 月 24 日㈮
9 時～ 12 時・13 時～ 15 時

須山コミセン 2 階
大会議室

※市役所会場は番号札を 8 時 30 分から配布します。
※混雑時は、午前中にお越しの方も午後の受け付けと

なる場合がありますのでご了承ください。
※市役所会場では、申告書が作成済みで提出のみの方

の書類をお預かりします。受け付けする際に職員が
申告書の記載もれがないか確認することがあります。

税理士による無料税務相談

２月 16 日㈭～ 27 日㈪　９時 30 分～ 12 時、13
時～ 16 時　※土・日曜日を除く
市役所 4 階 401 会議室
●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。
●譲渡・山林所得、贈与税、相続税の相談は受け付

けできません。

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、申告が必要な全ての所得と控
除から計算して納税が必要な方

◆給与所得がある方で、①～③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年末調整された給与所得と退職所得を除いた所得

の合計が 20 万円を超える方
③同族会社の役員などで、その会社から給与の他に、

貸付金の利子、店舗などの賃貸料や機械の使用料
などの支払を受けている方

●その他、所得や控除の状況によっては確定申告が
必要になる場合があります。

　●公的年金などの年間収入が 400 万円以下で、そ
れ以外の所得金額が 20 万円以下の場合には、確
定申告は必要ありませんが、市・県民税の申告が
必要です。

　●医療費控除の追加などで所得税が還付になる場合
は、申告書を提出することができます。

市・県民税の申告が必要な方

平成 29 年１月１日（賦課期日）に当市に住民登録
があり、次の①～④のいずれかに該当する方
①給与所得や公的年金など以外に、平成 28 年中の所

得がある方
②平成 28 年中に所得がなかった方（他の方の配偶者・

扶養控除の対象になっていない方）
③被扶養者などで、課税（所得）証明書が必要な方
④確定申告の必要がない年金所得者で、医療費など追

加の控除を申告したい方
※所得税の確定申告をする方や給与所得のみで年末調

整の済んでいる方は、市・県民税の申告は必要あり
ません。

※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。

●平成 28 年中に入居を開始した住宅の住宅借入
金等特別控除を申告する方

●住宅ローンなどを利用しない住宅の新築、改修
に係る税額控除を申告する方

●営業所得・農業所得・譲渡所得のある方
●分離課税の申告をする方
●平成 27 年分以前の申告をする方
●消費税・贈与税・相続税の申告をする方
●申告書の控えに税務署の収受印が必要な方
※その他、市役所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、キラメッ
セぬまづ会場にご案内します。

◆◆次の方は、キラメッセぬまづへ◆◆
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課税課市民税係　 995-1810
沼津税務署　 922-1560

申告に必要なもの

□平成 28 年分の給与・年金の源泉徴収票（原本）全て
□収入や必要経費を集計した書類（収支内訳書など）
□生命保険料・地震保険料などの控除証明書　
□国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保

険料の年間支払額が分かるもの　
□国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書
□障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳や療育手

帳など障がいの程度が確認できるもの
□医療費の領収書、高額療養費や保険給付金など補て

んされた金額が分かるもの　※事前に集計が必要
□はんこ（認め印）
□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
□マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証

など身元確認書類。

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
養している方が、障害者控除を申告する場合は障害者
控除対象者認定書が必要です。介護保険課へご相談く
ださい。

介護保険課 995-1821　 障がい福祉課 995-1820

マイナンバーの記載が必要です

平成 28 年分以降の確定申告書などの提出には、「マ
イナンバーの記載」と「申告者確認書類の提示または
写しの添付」が必要です。

国税に関する社会保障・税番号（マイナンバー）制
度についての詳しい内容は、国税庁ホームページをご
覧ください。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.
htm

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」をご利用ください！

　「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従っ
て金額などを入力すれば、税額などが自動計算されま
す。所得税、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。

●税務署から確定申告用紙や確定申告のお知らせ
はがきが送られてきた方、市役所から市・県民
税の申告書が送られてきた方は、それらの書類
をお持ちください。

●平成 27 年分の確定申告書や収支内訳書などの
控えがある方は、お持ちいただくと手続きがス
ムーズにできます。

マイナンバーカード

①番号確認書類（申告者のマイナンバーを確認でき
る書類）

　　通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の
　写し、住民票記載事項証明など
②身元確認書（記載したマイナンバーの持ち主であ

ることを確認できる書類）
　　運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポー
　ト、身体障害者手帳、在留カードなど
　※身元確認書類で顔写真がないものは２種類以上必
　　要です。

申告者確認書類

♦マイナンバーカードを持っている方

♦マイナンバーカードを持っていない方

N ホテル
沼津キャッスル

414
沼津中央高校

至　三島

学
園
通
り

リ
コ
ー
通
り

御殿
場線

沼津
税務署

P

JR
沼津駅

〈北口〉
東海道線

イトー
ヨーカドー

プラサ
ヴェルデ

～沼津税務署の申告会場は、キラメッセぬまづ～

２月 14 日㈫～３月 15 日㈬　９時～ 17 時（受付▶ 16 時まで）
　※土・日曜日を除く

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〕）

※混雑の状況によって、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。
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人口減少や少子高齢化、核家族化が進み、一人暮らしの高齢者、生活に困窮
している方などへの支援が必要となっています。地域のつながりが希薄化して
いる中、厚生労働大臣から委嘱されている民生委員は児童委員を兼ねて、地域
の身近な相談相手として、誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、さま
ざまな活動をしています。任期は３年間です。

※敬称略、写真上は担当地区です。

西地区

東地区

石脇

山
やま

本
もと

 静
しず

子
こ

石脇

大
おお

和
わ

田
だ

 勝
かつ

夫
お

佐野上宿

永
なが

野
の

 健
けん

作
さく

佐野本宿

市
いち

川
かわ

 逸
いつ

郎
ろう

佐野若狭

酒
さか

井
い

 廣
ひろ

志
し

佐野二
（5 ～ 8,14,15）

鈴
すず

木
き

 六
むつ

雄
お

佐野二
（1 ～ 4,12,13）

杉
すぎ

山
やま

 徹
てつ

夫
お

佐野二（9～11）
東海ゴム,林ハイツ,大畑

杉
すぎ

山
やま

 あつ子
こ

上町

今
いま

関
ぜき

 純
じゅん

子
こ

緑町

杉
すぎ

本
もと

 武
たけ

滿
みつ

元町

菅
すが

沼
ぬま

 武
たけ

治
はる

二ツ屋 1 区

永
なが

田
た

 智
さとる

二ツ屋 2 区

渡
わた

辺
なべ

 俊
とし

英
ひで

桃園

髙
たか

𥔎
さき

 礼
あや

子
こ

桃園

加
か

藤
とう

 徳
のり

子
こ

富沢

佐
さ の

野 尚
たか

志
し

富沢

服
はっとり

部 鈴
れい

子
こ

南町

小
お

野
の

 剛
つよし

堰原

佐
さ さ き

々木 清
きよ

男
お

堰原

渡
わた

邉
なべ

 次
つぎ

男
お

伊豆島田

畠
はたけ

山
やま

 スミ子
こ

伊豆島田

水
みな

口
くち

 英
ひで

男
お

水窪

関
せき

野
の

 孝
こう

平
へい

水窪

関
せき

野
の

 世
せ つ こ

津子

久根

原
はら

 啓
けい

次
じ

郎
ろう

公文名 1 区

河
かわ　さき

𥔎 昌
まさ

夫
お

公文名 2 区

清
し

水
みず

 義
よしのぶ

信

公文名 3 区

渡
わた

邉
なべ

 文
ふみ

代
よ

公文名 4 区

大
おお

島
しま

 綠
みどり

公文名 5 区

佐
さ

藤
とう

 登
のぼる

三菱

中
なか

川
がわ

 宗
むねひさ

久

中丸上

川
かわ

村
むら

 俊
とし

美
み

中丸中

鈴
すず

木
き

 和
かず

子
こ

中丸下
（1 ～ 4）

芹
せり

澤
ざわ

 洋
よう

子
こ

中丸下
（5 ～ 8）

杉
すぎ

山
やま

 操
みさお

天理町

渡
わた

邉
なべ

 俊
とし

夫
お

滝頭

天
あま

田
だ

 一
かず

男
お

本茶

西
にし

原
はら

 一
かず

幸
ゆき

峰下市の瀬 ･
道上

髙
たか

田
だ

 博
ひろし

鈴原

杉
すぎ

本
もと

 光
みつ

子
こ

茶畑団地
（1 ～ 5 棟）

眞
さな

田
だ

 一
かず

男
お

茶畑団地
（6 ～ 10 棟）

尾
お

崎
ざき

 万
ま り こ

里子

青葉台

山
やま

本
もと

 奉
とも

志
ゆき

青葉台

荒
あら

木
き

 よしゑ

和泉

井
い

口
ぐち

 あけみ

富士見台

大
おお

西
にし

 晃
あきら

社会福祉課
995-1819
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麦塚

髙
たか

田
た

 明
あき

寛
ひろ

新道

勝
かつ

又
また

 英
えい

輔
すけ

※ 東 町・ 本
通 り・ 日 の
出元町は委
嘱に向け選
考中です。

本村上中

菊
きく

田
た

 祐
ゆういちろう

一郎

本村下

三
み

明
あけ

 富
とみ

子
こ

本村下

桑
くわ

原
はら

 敏
とし

道
みち

町震一
（町田）

神
かん

戸
べ

 すみ子
こ

震橋・
舞台団地

渡
わた

邊
なべ

 すみ江
え

南堀

大
おお

庭
ば

 潔
きよ

子
こ

和市・切久保

杉
すぎ

田
た

 博
ひろ

道
みち

遠道原・
柳端団地

根
ね

本
もと

 年
とし

代
よ

上原・
上原団地

藤
ふじ

森
もり

 眞
ま

弓
ゆみ

原

勝
かつ

又
また

 静
しず

子
こ

上須

勝
かつ

又
また

 唯
ただ

義
よし

深良新田

長
おさ

田
だ

 好
よし

令
のり

岩波

湯
ゆ

山
やま

 正
まさ

子
こ

岩波

大
おお

村
むら

 幸
こ づ え

津江

千福

横
よこ

山
やま

 光
みつ

雄
お

千福南

井
い

林
ばやし

 文
ふみ

男
お

御宿平山

飯
いい

塚
づか

 尚
ひさ

司
し

御宿上谷

勝
かつ

又
また

 陽
よう

子
こ

御宿新田

館
たて

 隆
たか

雄
お

御宿新田

辺
へん

見
み

 苗
なえ

美
み

御宿坂上

勝
かつ

又
また

 てる子
こ

御宿入谷

大
おお

塚
つか

 昭
しょう

次
じ

上城・中村・
下条

坂
さか

田
た

 初
はつ

江
え

中里・田場沢・
森脇団地

勝
かつ

又
また

 絹
きぬ

江
え

上ヶ田

勝
かつ

又
また

 しま枝
え

金沢

勝
かつ

又
また

 康
やす

男
お

今里

勝
かつ

又
また

 祐
ゆう

子
こ

下和田

眞
さな

田
だ

 正
まさ

昭
あき

矢崎

中
なか

村
むら

 浩
ひろ

美
み

トヨタ

宇
う

津
づ

 明
あき

範
のり

御宿台

杉
すぎ

山
やま

 守
もり

正
まさ

千福が丘
1 丁目

小
お

俣
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４月から介護予防・日常生活総合事業が始まります。この事業は、65 歳以
上の全ての人を対象とした介護予防のための事業です。介護保険の認定を受け
ていなくても、一人ひとりの生活に合わせた柔軟なサービスを気軽に利用する
ことができます。介護を必要としない暮らしをおくるためにも、介護予防・日
常生活支援総合事業を上手に利用して自立した生活を続けましょう。

介護保険課
995-1821

対象者
一般介護予防事業／ 65 歳以上の全ての方

介護予防・生活支援サービス事業／要支援１・２と判
定された方または、市が行っている基本チェックリ
ストで生活機能の低下がみられた方

介護予防・日常生活支援総合事業

自立した生活が
送れる方

介護保険の
介護サービスが
利用できます。

介護保険の介護
予防サービスが
利用できます。

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターで、本人や家族と
話し合い、ケアプランを作成します。

要介護
１～５の方

要支援
１・２の方

非該当の方 生活機能の低下
がみられた方

要介護認定を
受ける

介護保険課または、
地域包括支援センターへ相談
（原則、利用者本人が窓口で手続き）

※事業対象者になった後や、サービスを利用した後でも、要介護認定を申請することができます。

65歳以上の方

基本チェック
リストを受ける

65歳以上の全ての方

一般介護予防事業が
利用できます。

要支援１・２の方
基本生活チェックリストで生活機能の低下がみられた方

介護予防・生活支援サービス事業が
利用できます。

事業を利用する流れ
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介護予防・生活支援サービス事業

①訪問型サービス
●ホームヘルパーが居宅を訪問

し、身体介護や生活援助を行
います。

●一定の研修修了者などが、ご
み出しや調理などの簡単な生
活援助を行います。

●保健師などが、健康に関する短期的な指導を行い
ます。

②通所型サービス
●通所介護施設で、日常生活上の支援や機能訓練な

どを行います。
●通所介護施設などで、

運動やレクリエー
ション活動などのミ
ニデイサービスを行
います。

一般介護予防事業

①介護予防把握事業
●閉じこもりなど何らかの

支援が必要な方を把握し、
介護予防活動への参加に
つなげます。

②介護予防普及啓発事業
●介護予防に関するパンフ

レット配布や教室・講演
会などを開催し、介護予
防活動の重要性を周知し
ます。

③地域介護予防活動支援事業
●地域住民などが行う介護予防活動（地区サロンな

ど）の支援などを行います。
④地域リハビリテーション活動支援事業

●介護予防の取り組みを機能強化するため、地域で
行う介護予防活動にリハビリテーション専門職な
どが参加します。

介護予防についての相談は
介護保険課と地域包括支援センターへ！

介護保険課と地域包括支援センターでは、皆さんが
住み慣れたまちで安心して暮らしていくために必要な
援助や支援を行う相談窓口です。介護予防・日常生活
支援総合事業や介護保険サービスの利用、認知症の対
応など、わからないことや相談があるときには介護保
険課または地域包括支援センターへお問い合わせくだ
さい。
東・西地区の方／地域包括支援センター（西幼稚園北

側） 995-1288
深良・富岡・須山地区の方／北部地域包括支援センター
（福祉保健会館２階） 930-5800

こんなときはどうなるの？
Ｑ＆Ａ

Ｑ　総合事業のサービスを利用すると料金がかか
りますか。

Ａ　「介護予防・生活支援サービス事業」の訪問
型サービスと通所型サービスは、これまでの介
護予防訪問介護、介護予防通所介護にかかった
費用に準じた料金になります。料金はサービス
内容によって異なります。利用者は実際にかか
る費用の１割（一定以上所得者は２割）を支払
います。

Ｑ　要介護認定を受けていても「介護予防・生活
支援サービス事業」を利用できますか。

Ａ　利用できません。総合事業の「介護予防・生
活支援サービス事業」は、居宅で支援を受ける
要支援者と基本チェックリストによって事業対
象者に該当したが対象です。

Ｑ　第２号被保険者（40 歳～ 64 歳で、老化が
原因とされる病気で介護や支援が必要な方）が

「介護予防・生活支援サービス事業」を利用す
る場合はどうすれば良いですか。

Ａ　第２号被保険者については要支援認定を受け
ていることが必須になります。基本チェックリ
ストではなく要介護（要支援）認定申請を行っ
てください。
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区画整理課
994-1274

市では、裾野駅西口駅前広場の整備事業を進めています。西口駅前広
場内の河川工事の着工に伴い、現在の駅前広場が利用できなくなります。
工事期間中は、２月中旬に完成する臨時駅前広場に機能を移転します。

誰もが利用しやすい駅前広場に

うるおいとやすらぎのある、にぎわいのまちを創出
し、魅力的な生活文化環境づくりのため、裾野駅西土
地区画整理事業を進めています。この事業は、ユニバー
サルデザインの理念に基づき、誰もが安心・安全に移
動できる交通環境づくりに取り組みます。高齢者や障
がいのある方をはじめ、全ての公共交通利用者が、安
全で円滑に利用ができるように公共交通施設のバリア
フリー化の促進を図っていきます。
●裾野駅のバリアフリー化

今年度末の供用開始を目指し、西側駅舎と上下線
ホームにエレベーターを新設し通路で結ぶ工事を行っ
ています。西側駅舎の通路屋根の新設、上下線ホーム
の屋根の延長整備、目の不自由な方のための内方線付
き点状ブロックと音声触知案内板などの設置もあわせ
て行います。
●トイレや駐輪場などを移転

今年度から西口駅前広場内の 三間堀川河川改修工
事を実施します。来年度には、西口公衆用トイレ、警
察官立寄所、駐輪場を移転し、駅前広場の整備を進め
ます。

工事期間中は一般車両の進入を規制

裾野駅西口駅前広場
内の河川改修工事を含
む裾野駅西口駅前広場
の整備を行います。工
事の着工に伴い、現在
の駅前広場が利用でき
なくなります。そのため、裾野駅西口正面の事業用地
を利用して、臨時駅前広場の整備を行っています。２
月中旬からは、西口駅前広場の機能を臨時駅前広場に
移転します。工事期間中は、西口駅前広場内に車両の
進入ができません。バスやタクシーの乗降には臨時駅
前広場を利用してください。
●市道 1150 号線からの進入も規制

臨時駅前広場のロータリーへの進入はバスとタク
シーのみとなります。一般車両は進入できません。臨
時駅前広場北側に整備した一般車両乗降場を利用して
ください。佐野原神社から駅前広場前を北上する市道
1150 号線からも、一般車両は臨時駅前広場への進入
はできません。工事期間中は、ご不便をおかけします。

工事スペース

一般車両
乗降場

駐輪場

駐輪場

TSUTAYA

裾野駅

バス
待機場
バス
待機場

バス
乗降
場

バ
ス
乗
降
場

バ
ス
待
機
場

バ
ス
待
機
場

タクシー
待機場
タクシー
待機場

タクシー乗車
タクシー降車

××

××

臨時駅前広場　レイアウト

×
一般車両の進入は
できません

一般車両走行ルート

バス・タクシーなど乗降場

歩道

N

市道 1150 号線
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裾野駅西口駅前広場の整備を進めます
一時的に臨時駅前広場に移動します



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月から一緒に活
動する仲間を募集しています。あなたの力を地域防災のた
めに貸してださい。 危機管理課

995-1817

消防庁の消防団のオフィシャルウェブサイト
http://www.fdma.go.jp/syobodan/

市公式ウェブサイト
http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/dp/

消防団員は非常勤の地方公務員

消防団は、市の消防機関の一つです。消防署の職員
は常勤の地方公務員ですが、消防団員は、普段は他の
仕事をしていたり学生だったりする非常勤で特別職の
地方公務員です。現在、市消防団では男性 214 人、
女性 22 人、計 236 人の団員が活動しています。

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、女性消防に所属し裾野消防署を拠点
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。災害への出勤や訓練を行った場合などに、手
当が支給されます。
公務災害補償

消防団として活動中に負傷した場合は、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、就業時間中の消
防団活動を積極的に支援している事業所を、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、社会貢献の証として表示証が交付されます。
また、県に納付する税金が軽
減される場合があります。

適用を受けるには、一定の
条件があります。東部危機管
理局地域支援課 920-2182
へお問い合わせください。
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地域防災に力を貸してください！
消防団員募集



今月の写真

今月の一枚 This month's best shot

Photograph 12 月

十里木の紅富士

いっぱい遊んだよ� 12月３日龍ケ崎市長からお礼の動画� 12月１日

十里木高原展望台から撮影した紅富士です。ここからの富士山は
宝永火口が右寄りに見えることと、稜線がはっきり見えることが特
徴です。写真は 12 月３日（土曜日）の６時 39 分の紅富士です。
早朝にもかかわらず、複数のカメラマンがこの瞬間を待ちました。

市内の公私立保育園９園が、保育生活展を市民文化センターで開
催しました。折り紙やフリスビーを作る遊びコーナーやままごと
コーナー、保育士によるショータイムなどの催しが行われました。
子どもたちは各コーナーで、いろいろな遊びを楽しみました。

災害時の相互応援に関する協定を結ぶ茨城県龍ケ崎市が、裾野市
の水を使って、飲料用ペットボトルを作製しました。中山一

かず
生
お

龍ケ
崎市長からお礼の動画が届きました。「富士山の麓 裾野市の水、美
味しい！」の題名で動画サイト YouTube にもアップされています。

撮影／十里木高原展望台
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裾野出身、㈱産業革新機構の勝又社長講演�12月９日

㈱産業革新機構の勝又幹英社長 /COO が地方創生をテーマに講
演しました。勝又社長は西中学校の出身で、平成 27 年７月から現
職に就任し、企業再編やベンチャーの育成に取り組んでいます。講
演では、当市を含む南富士エリアの創業集積地化を提言しました。

Photograph 2016.12

当市と長泉町が共同で、第２回ファミリーキャンパス裾野・長泉
を開催しました。子育て世代の皆さんなど約 150 人が、男性の育
児参加や産前産後のママへのサポートを学ぶセミナーに参加しまし
た。“ 遊んで学ぶ ” を合言葉に、子育ての楽しさを学びました。

遊びながら子育ての楽しさを体験� 12月18日旬の野菜や正月飾りなどが人気� 12月11日

農業まつりが市民文化センター駐車場で行われ、約 9,000 人の
来場者でにぎわいました。表彰式などの式典の他、農家の方による
採れたての果物や野菜、正月飾りを販売しました。人気のブースに
は長蛇の列ができ、あっという間に完売したところもありました。

ロケ支援映画「はなくじらちち」上映�12月４日

すそのロケフェスタ 2016 を生涯学習センターで開催しました。
ロケ支援映画の「はなくじらちち」は、作品の３分の２が市内で撮
影されました。五竜の滝や駅前中央商店街などの見慣れた風景が映
し出されると、約 200 人の来場者から歓声が上がりました。

年末に消費者被害防止を呼びかけ� 12月６日

ベルシティ裾野とマックスバリュ裾野店、同裾野茶畑店の店頭で、
消費者被害防止キャンペーンが行われました。悪徳商法による被害
から未然に防止を図るため、チラシや啓発グッズなどを手渡しなが
ら、買い物客らに被害防止を呼びかけました。

地方創生、高齢者見守りネットワーク�12月９日

市は地方創生に関するパートナーシップ協定と高齢者見守りネッ
トワーク事業に関する連携協定を日本生命保険相互会社沼津支社、
あいおいニッセイ同和損害保険㈱沼津支店と締結しました。民間事
業者との連携で地域経済の推進や高齢者の見守り強化を図ります。
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インフォメーション

Information

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 23 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
２月９日㈭

国保年金課　995-1813

出張がんよろず相談

２月 24 日㈮　13 時～ 16 時
韮山福祉・保健センター（伊豆
の国市四日町）
原則として東部健康福祉セン
ター管内に住んでいる方で、が
んに関する相談を希望する方
５組
医師や看護師などの専門スタッ
フが対面相談に応じます。
１月 30 日㈪～２月 10 日㈮
県立静岡がんセンターよろず相
談　989-5392

生ごみ処理機器等補助金
今年度で廃止

　一般家庭用生ごみ処理容器、一
般家庭用・事業用生ごみ処理機の
補助金は、今年度で廃止します。
申請は、生ごみ処理機などを購入
した日から３カ月後まで受け付け
ていましたが、４月以降は受け付
けできません。
受付終了日／３月 31 日㈮

生活環境課　995-1816

木造住宅耐震補強助成
制度を拡充

昭和 56 年５月以前に建築され
た木造住宅の耐震補強工事を行う
場合、工事費を助成しています。
緊急措置として、１月から期間限
定で耐震補強を PR する住宅に対
し、現行の助成額に 30 万円を上
乗せしています。
助成額／一般世帯▶ 80 万円

65 歳以上のみの世帯▶100 万円
工事に着工する前にまちづくり
課へご相談ください。
まちづくり課　995-1856

暮らしなんでも相談

　家庭、労働、年金問題、法律関
係、多重債務など日常生活のアド
バイスをしてくれる機関を紹介し
ます。お困りの方は、電話で相談
してください。
受付時間／９時～ 17 時　※土・

日曜日、祝日、年末年始を除く
ライフサポートセンター

　922-3715

就職活動にしずおかジョブ
ステーション東部の利用を

　静岡ジョブステーションは、県
の就職支援機関です。自己分析や
応募書類の書き方の助言、面接練
習など就職活動をサポートします。
サポートを希望する方は、事前に
予約が必要です。
所在地／沼津市大手町 1-1-3

沼津商連ビル２階
東部県民生活センター内

利用時間／９時～ 17 時　※土・
日曜日、祝日、年末年始を除く

しずおかジョブステーション
東部　951-8229

広報すその 12月１日・15日号のおわびと訂正

広報すその 12 月１日・15 日号７ページの「予算・財産・市債の財政状況」の記載の一部に誤りがありました。
おわびして訂正します。正しくは次のとおりです。
●民生費（棒グラフ下表中）
　支出済額　23 億 9,812 万円
●一般会計歳出（表の下）

支出済額　97 億  258 万円
●平成 28 年度財政状況概要
（平成 28 年９月 30 日現在）

　収入済額　144 億  933 万円
　支出済額　141 億 1,298 万円

財政課　995-1801

収入済額 収入率 支出済額 執行率
国民健康保険 25 億 1,584 万円 44.4% 23 億 7,334 万円 41.9%
後期高齢者 
医療事業 1 億 5,923 万円 32.8% 9,799 万円 20.2%

介護保険 15 億 6,106 万円 49.3% 12 億 2,374 万円 38.6%
土地取得 32 万円 34.8% 32 万円 34.8%

十里木高原 
簡易水道 780 万円 14.1% 519 万円 9.4%

下水道事業 4 億 1,117 万円 33.3% 4 億 6,188 万円 37.4%
墓地事業 1,783 万円 37.3% 1,930 万円 40.4%
合　　計 46 億 7,325 万円 43.8% 41 億 8,176 万円 39.2%

■特別会計
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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
へお越しください。

２月３日㈮　13 時 30 分～15 時
市民文化センター 31 会議室
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

東部わかちあい　すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

２月８日㈬
13 時 30 分～ 15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター
054-286-9245

平成29・30年度市学校給食用
物資の納入業者の受付

　学校給食センターや市内小学校
が発注する給食用物資の納入業者
の登録申請を受け付けます。

２月６日㈪～ 20 日㈪　９時～
16 時　※土・日曜日を除く。
郵送の場合は最終日の消印有効
学校給食センターまたは市内小
学校（南小学校・富岡第二小学
校を除く）にある申請書類に必
要事項を記入し、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でき
ます。
学校給食センター　992-6868

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

と　き ところ

２月１日㈬
県精神保健福祉

センター
（静岡市駿河区有明町）

２月 15 日㈬
熱海健康福祉

センター
（熱海市水口町）

時間はいずれも 13 時～ 16 時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

学校開放調整会議

　３月から４月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。

地区 と　き ところ
東 ２月１日㈬ 生涯学習 

センター深良 ２月３日㈮
須山 ２月７日㈫ 須山コミセン
西 ２月８日㈬ 生涯学習 

センター富岡 ２月９日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

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

衣類などの洗濯表示が変わりました
� 洗濯記号は22種類から41種類に
　昨年 12 月１日から、衣類などの繊維製品の洗濯表示（取り扱い
表示）が変更になりました。新しい洗濯表示では、ドラム式選択乾
燥機などによる「タンブル乾燥」、色柄物の衣類品などの漂白に適
している「酸素系漂白剤」など新しい記号が加わりました。

➡

➡
昨年 11 月 30 日までに旧の洗濯表示で製造された衣類などは、
12 月以降もそのままの表示で販売されています。
消費者庁表示対策課　03-3507-9233
 新しい洗濯表示（消費者庁ウェブサイト）
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/
household_goods/laundry_symbols.html

変更例
●家庭洗濯の記号

●漂白の記号
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インフォメーション

Information

市育英奨学生

貸与／４月、９月の２回
市内に引き続き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 ６万円
月額 １万２千円

短期大学
大学

入学
一時金 30 万円
月額 ３万円

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し込
み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
要な書類を添えて提出してくだ
さい。
２月 28 日㈫
学校教育課　995-1838

住生活基本計画〔中間見直し〕
（案）に対する意見

住宅政策の目標・基本的な施策
を定める、住生活基本計画（平成
24 年３月策定）の中間見直し（案）
に対する意見を募集します。

市に住民登録がある方または市
内に事務所や事業所などがある
個人・法人・団体、市内に通勤・
通学している方など

閲覧場所／まちづくり課、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

提出方法／市公式ウェブサイトの
パブリックコメント提出フォー
ムから提出するか、閲覧場所に
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や各
支所に提出することもできます。
※郵送、ファクス、電子メール可
２月３日㈮　※郵送の場合は当
日消印有効
まちづくり課　995-1856
994-0272
kenchiku@city.susono.shizu 
oka.jp

〒 410-1192　佐野 1059

　農業委員会などの法律の改正に伴い、農業委員は推薦・公募を実施し
た上で、市長が議会の同意を得て任命することになりました。新しい農
地利用の最適化を推進するため、農地利用最適化推進委員が新設され
ます。自薦・他薦は問いません。

応募方法／所定の推薦・応募用
紙、承諾書（推薦の場合のみ）、
履歴書に必要事項を記入し、
農林振興課へ提出してくださ
い。※書類は、市公式ウェブ
サイトからダウンロードでき
ます。
２月 1 日㈬～ 28 日㈫

　※消印有効
応募者多数の場合は、選考を
行います。
農林振興課・農業委員会　　

　995-1823

農業委員・農地利用最適化推進委員

農業に関する識見がある方
●農業委員▶ 12 人●農地利用
最適化推進委員▶ 10 人

業務内容／●農業委員 ▼農地法に
基づく案件の調査・審議など●
農地利用最適化推進委員 ▼遊休
農地対策など農地利用の最適化
推進のための活動など　※両委
員は連携して業務を行います。

任期／７月 20 日㈭～平成 32 年
７月 19 日㈰
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お知らせ

２月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

４日㈯ アサヒ住設
☎997-3933

５日㈰ 植松水道
☎992-4644

11日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

12日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

18日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

19日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

25日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

26日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

データバンク
１月１日現在

４日㈯ 富士山国際雪合戦大会

16日㈭～ 確定申告

19日㈰ みんなのつどい
すそのん誕生会

23日㈭ 富士山の日

２月　カレンダー

人　口　52,711人� （−84人）
　男　　26,778人� （−50人）
　女　　25,933人� （−34人）
世　帯　21,480世帯�（−87世帯）
内、外国人� 698人�379世帯

２月　税金・料金
納付期限：２月 28 日㈫

固定資産税・都市計画税� 第４期分

国民健康保険税� 第８期分

介護保険料� 第８期分

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

自動販売機の設置者

　水道庁舎に自動販売機を設置す
る業者を募集します。

水道庁舎１階上下水道課
入口脇
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２m ×奥行き１m
※高さは２m 以内で、使用済
容器回収箱２台の設置面積を含
みます。

販売品目／清涼飲料水
台数／１台
設置期間／４月１日㈯～平成 32

年３月 31 日㈫
上下水道課にある申込書などに
必要事項を記入し提出してくだ
さい。　※募集要項や申込書な
どは、市公式ウェブサイトから
ダウンロードできます。
１月 31 日㈫
上下水道課　995-1836

平成 28 年度　市防火標語
火の元は
　　心で用心　目で確認

関野 陽
あき

通
みち

さん

エコキャンドルと
廃油石けんづくり参加者

　すその環境イベントです。親子
で参加できます。

２月18 日㈯ 10 時～11 時 30 分
南児童館
小学生以上の方
家庭で使い終わった油を活用し
て、エコキャンドルと廃油石け

んを作ります。
講師／三島市ストップ温暖化推進

員
200 円（材料費）
南児童館へ費用をお持ちの上、
お申し込みください。
２月 1 日㈬～ 15 日㈬
生活環境課　995-1816

　南児童館　993-1881

土日見学会、開催 !
＊その他の曜日で見学ご希望の方は、
下記よりお問合せください！

モデルハウス公開中!
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今月の救急協力医

診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

２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 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

２㈭ 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

３㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 清水館医院 993-2323 茶畑 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

４㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

５㈰

あめみや内科 935-1159 吉田町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

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

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

６㈪ 今井医院 921-3211 五月町 香貫医院 931-2465 本郷町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

７㈫ 林医院 931-1120 住吉町 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

８㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 酒井医院 966-1755 今沢 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

９㈭ 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

10 ㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

11 ㈯

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

森医院 966-2017 石川 田中医院 921-2053 高島町

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 御成橋栄

クリニック 952-2525 八幡町

12 ㈰

永野医院 962-4450 大岡 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 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

２月前期

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

５㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

めぐろ歯科
980-6480 中土狩　

11 ㈯ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

室伏歯科医院
992-2439 公文名　

12 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

米山歯科医院
988-8211 南一色　

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈫ 清流クリニック 941-8688 堂庭 白石医院 951-4593 市道町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

15 ㈬ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

●救急協力医の変更／１月 19 日㈭・24 日㈫・26 日㈭の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　小児科
　　　　　　　　　　19日㈭　変更前：白十字小児科医院▶変更後：西村医院（971-6510 下土狩）
　　　　　　　　　　26日㈭　変更前：西村医院▶変更後：白十字小児科医院（933-5111 下香貫馬場）
　　　　　　　　　　内科
　　　　　　　　　　24日㈫　変更前：大坂屋クリニック▶変更後：鈴木医院（993-0430 佐野）
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●２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

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

親子おはなし広場
 ７日㈫ 10時30分〜 視聴覚室

親子ふれあいデー
 16日㈭ 10時〜17時 展示室
 24日㈮ 10時〜17時 展示室

科学遊び教室
 25日㈯ 13時30分〜15時30分 東西公民館会議室

●書初め展
　　 １月27日㈮〜２月12日㈰ 展示室

新刊おすすめ本

●書楼弔堂　炎昼
著：京極夏彦　集英社

●あさ美さんの家さがし
著：黒野伸一　河出書房新社

●タイムマシンでは、行けない明日
著：畑野智美　集英社

●広域警察極秘捜査班 BUG
　BUG-The New World Order
著：福田和代　新潮社

●沈黙法廷　著：佐々木譲　新潮社

一般書

２月の休館日 ６日㈪・13日㈪・20日㈪
23日㈭・27日㈪

●モンスター・ホテルでそっくりさん
作：柏葉幸子　絵：高畠純　小峰書店

●なきむしにかんぱい！
作：宮川ひろ　絵：小泉るみ子　童心社

●しちふくじん
作：立川志の輔　絵：中川学　岩崎書店

●いとしの毛玉ちゃん
作：室井滋　絵：長谷川義史　金の星社

●まよなかのせんろ　著：鎌田歩　アリス館

児童書

鈴木 ひなちゃん
（２歳 10カ月・本村上中）

勝又 博
ひろ

香
か

ちゃん
（３歳・矢崎）

長田　櫂
かい

くん
（２歳 11カ月・久根）

川口 晏
あん

椰
や

ちゃん
（３歳・佐野二）

横田 将
そう

万
ま

くん
（２歳 10カ月・町震二）
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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります
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新成人者祝賀駅伝大会に出場した
新成人へ記念品贈呈

１月８日　成人式
誓いの言葉を述べる新成人

赤羽 美咲さん 中 智也さん



ラグビーワールドカップ 2019ＴＭの公認
チームキャンプ地選定プロセスに応募

当市と御殿場市は、共同でラグビーワールドカップ
2019ＴＭの公認チームキャンプ地の誘致を目指します。
公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員
会に対して、昨年 12 月 21 日㈬に選定プロセスの応
募手続きを行いました。
今後のスケジュール
2017 年夏～ 公認チームキャンプ候補地決定
2017 年秋～ チームによる実地視察
2018 年春～ 公認チームキャンプ地決定（順次）
2019 年
9 月～ 11 月

公認チームキャンプ地として受け
入れ

2019 年
9 月 20 日～
11 月 2 日

ラグビーワールドカップ 2019 ＴＭ

大会開催

運動公園で行われた女子日本代表選抜合宿公開練習
( 昨年８月 25 日 )

太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2016 第 4 戦
富士山裾野御殿場大会 ( 昨年 6 月 11・12 日 )

当市と御殿場市は、ラグビーワールドカップ 2019 ＴＭ公認チー
ムキャンプ地と、2020 年東京五輪ラグビー競技事前キャンプの誘
致を目指し連携します。

生涯学習課
992-3800

ラグビー合宿誘致に係る覚書を締結

　ラグビーワールドカップ 2019ＴＭ公認チームキャン
プと、2020 年東京五輪ラグビー競技事前キャンプの
誘致と受け入れを目指して、１月 16日㈪に両市によ
る覚書の締結式が行われ、両市長が署名を交わしまし
た。
　今後、両市で連携しながら、スポーツツーリズムに
よる誘客促進での地域活性化、地域の魅力発信、スポー
ツ振興と国際交流の推進を図っていきます。

このたび、御殿場市と共同してラグビーワー
ルドカップ 2019ＴＭ公認チームキャンプ地選定
プロセスに応募しました。
当市と御殿場市は2002年FIFAワールドカッ

プ事前キャンプ誘致をはじめ、2016 年には国内
最高峰の女子 7人制ラグビー大会「太陽生命ウィ
メンズセブンズシリーズ 2016 富士山裾野御殿
場大会」の誘致など、協力して事業を展開して
きました。今回も、御殿場市の皆さんとともに
公認チームキャンプ地誘致を行えることに対し、
大変うれしく思います。また心強く思います。
公認チームキャンプ地となった暁には、キャ

ンプで訪れるチームやこの富士の麓にお越しに
なるラグビーファンの皆さんに、両市の魅力を
存分に感じていただけるようなおもてなしを

行っていきたいと考えています。

� 裾野市長　　髙村�謙二

ラグビーワールドカップ2019TM 公認チーム
キャンプ地選定プロセスへの応募にあたって
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ラグビーキャンプ地誘致始動
スポーツツーリズムによる誘客促進や富山麓の魅力を発信



“すそのんファンクラブ会員”
先行受け付け開始！

　２月 23 日㈭から “ すそのんファンク
ラブ ” の会員を募集します。

すそのんファンクラブ
　「すそのんが大好き！」「裾野市が好
き！」な方ならどなたでも入会できます。

【入会方法】
①戦略広報課で用紙に記入
②メールに氏名・住所・電話番号・すそ

のんへのメッセージを記入の上、戦略
広報課すそのん係宛に送信
kouhou@city.susono.shizuoka.jp

【会員特典】
・会員証の発行
・オリジナルステッカーのプレゼント
・ファンクラブメールの配信（不定期）
※すそのんお誕生会で先行受け付けを行

います。会場で入会した方には、すそ
のんオリジナルグッズ（非売品）をプ
レゼントします。

スケジュール

とき／２月19日㈰　10時〜12時30分
ところ／東小学校体育館
問い合わせ／戦略広報課　995-1802

９：30　開場・受付・各ブースオープン
●キャラクター PR ブース●グッズショップ
●ベビー・キッズマッサージ体験
●すそのんカフェ●富士サファリパークふれ
あいミニ動物園

10：00　オープニングセレモニー
10：20　アトラクション・ゲームスタート

●キャラクター PR ステージ●缶バッジづく
り●すそのん折り紙●すそのん塗り絵●記念
撮影会●お楽しみ抽選会など

11：00　新おともだち紹介
●不二家ペコちゃんとのおともだち協定締結
式

12：00　グランドフィナーレ

※上履きや室内履き、スリッパをお持ちください。
※車でお越しの方は、市役所駐車場、偕楽園駐車
場をご利用ください。駐車場には限りがありま
す。公共交通機関の利用や乗り合わせにご協力
ください。

※天候や諸般の事情で内容が変更になる場合があ
ります。

ごてんばこめこ
( 御殿場市 )

※他にも、地元のおともだちキャラクターたちが遊びに来てくれるかも？！ゲストのおともだち

なんすん太陽リィ・ 
美味リィ
(JA なんすん )

とち介
( 栃木県栃木市 )

おおまぴょん
( 長野県大町市 )

みきゃん
( 愛媛県 )

ペコちゃん
( 不二家 )
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富士山資料館無料開放

入館料が無料になります。富士山資料館では富士山
の自然・歴史、動植物など富士山に関する資料を展示
しています。
２月 23日㈭　９時～ 16時 30分　
富士山資料館　998-1325

絵手紙・しおりづくり体験コーナー

絵手紙・しおりづくり体験コーナーを開設します。
時間内の参加は自由です。
２月 23日㈭　10時～ 15時

講師／渡邉�節代さん
富士山資料館　998-1325

第５回富士山芸術展

市内の芸術・文化団体が富士山に関わる絵画、写真、
陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。
【第一部】２月 20日㈪～ 25日㈯

　 【第二部】２月 26日㈰～３月３日㈮
9時～ 17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

富士山の日記念講演会

記念講演会を２部構成で開催します。
２月 23日㈭　19時～　※開場 ▼ 18 時 30 分
生涯学習センター

【第一部】演題／須山浅間神社と須山口登山道
　　　　 講師／根上�眞治さん（静岡裾野ガイド協会）
【第二部】演題／富士山における遭難の現状
　　　　 講師／眞田�喜義さん（元県警山岳救難救助

隊隊長）
196 人　※定員に達しなかった場合、当日受付可
生涯学習課　992-3800

市外でも「富士山の日」にちなんだイベント
を開催します。

なんでも富士山 2017
２月 11日㈯・12日㈰　10時～ 15時
ふじさんめっせ（富士市柳島）
富士山の日シンポジウム、富士山を学べる資
料の展示など
ふじさんめっせ　0545-65-6000

道の駅ふじおやま 2
ふじさん

23 ウィーク
２月 18日㈯～ 26日㈰　9時～ 15時
道の駅ふじおやま（小山町用沢）
富士山の写真や資料の展示など
道の駅ふじおやま　0550-76-6660

富士山天
あ ん も

母の湯　中学生以下サービスデー
２月 23 日㈭　10 時～ 20 時（最終入館は
19時）
富士山天母の湯（富士宮市山宮）
中学生以下終日無料。大人 1時間延長無料
富士山天母の湯　0544-58-8851

富士山郵便局 in 御殿場プレミアム・アウトレッ
ト

２月 23 日㈭�～ 26 日㈰　終日（最終入館
16時 30分）
御殿場コミュニケーションコーナー【御殿場
プレミアム・アウトレット内】（御殿場市深沢）
富士山の写真などを使ったポストカードを先
着 500 人に無料配布。その場で記入すると
仮設ポストに投函可。消印は富士山をモチー
フにしたもの。発送も無料。
御殿場市商工観光課　0550-82-4622

富士山ネットワーク会議
加盟市町のイベント情報
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２/23は「富士山の日」
富士山を学び、考え、想いを寄せるイベントを開催します
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駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む皆さんが
掛け金を出し合い、交通事故でけがをした方に見舞金
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

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 30 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30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。
●駿東地区交通災害共済組合指定の請求書
●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）

●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）

見舞金の額は交通災害の程度で決定

見舞金の額は入院・通院の実治療日数で変わります。
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１件の事故で 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 ６万円 12万円

５ 60日以上治療した ５万円 10万円

６ 30日以上治療した ４万円 ８万円

７ 15日以上治療した 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。

事故にあったときは必ず警察に届け出を

届け出をしないと、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。

駿東地区交通災害共済へ加入を !!
共済掛金は１口 500円、交通災害に応じて見舞金を支給
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市内で活動する 18 団体の皆さんが、日頃の活動成果を披露しま
す。人形劇や読み聞かせ、防災体験、試食・販売などを行います。
たくさん遊んで学べるイベントです。ぜひ、ご家族そろってお越し
ください。

生涯学習課
992-3800

とき／２月 19日㈰　10時～ 14時
ところ／生涯学習センター

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！～

団体名 タイトル（内容） ところ

婦人会 折り紙細工、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 非常時の炊き出し試食、器づくり、常備食となるジャムの販売

食生活健康推進会 食推の活動紹介、減塩の重要性

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 100 均商品、使ってみたらこうだった

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

みのり会 昼食はみのり会でどうぞ！！ みのり会の活動発表 ２階
調理実習室

NPO 法人太陽光発電所ネットワーク 電気を蓄える（鉛バッテリーの再生技術）

１階
市民ホール

家庭倫理の会　 家庭倫理の会の紹介、生活倫理相談など

8020 推進員 8020 推進運動啓発、パネル展示、不用メガネ・入れ歯の回収

ガールスカウト県第 38 団 ガールスカウトを楽しもう！！ 活動紹介、クラフト（小物作り）

と　き 団体名 タイトル（内容） ところ

10：30 ～ 14：00
図書館ボランティア
おはなし会たんぽぽ
小学校読み聞かせ有志

ブラックシアター まっくろメリノ
大型紙芝居、大型絵本
エプロンシアター　くいしんぼゴリラ
ペープサート　ねずみのすもう他

２階
視聴覚室

11：00 ～ 11：30 ひまわり会 人形劇「ごめんね　ともだち」
仲のいい友達とけんかしたら……仲直りの方法は……

２階
学習室２

※材料がなくなり次第終了する催しがあります。

みんなのつどい
市内で活動する 18の団体が成果を発表！
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市では平成 27 年 10 月にとりまとめた「市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」に基づき、地方創生の取り組みを進めています。１年余りが経過した
今、その取り組みをさらに深化させ、市民の皆さんと共に市の魅力や価値を
高めることで、シビックプライド※の向上に結び付けていきます。
※シビックプライド：まちへの愛着や誇り

企画政策課
995-1804

市みらい会議
新総合計画キックオフシンポジウム

市では、市議会 12月定例会での審議を経て、市が
さまざまな活動を行うための指針である「第４次市総
合計画後期基本計画」を策定しました。市みらい会議
を通じて、多くの市民の皆さんにこの計画の策定に参
画してもらいました。

新総合計画のスタートに合わせ、これからの市政運
営の方向性を市民の皆さんと共有するための市みらい
会議を開催します。会議では、市政報告とデザイン思
考による地域活性化で実績豊富な講師を招いた基調講
演などを行います。
どなたでも参加できます。ゆったりとした雰囲気の

中、まちづくりについて考えましょう。
３月 18日㈯　14時～ 16時
生涯学習センター３階学習ホール
190 人（先着順）
小さな子どもと一緒の参加も大歓迎です。託児サー
ビス・遊びスペースがあります。

プログラム
●新総合計画の報告／髙村謙二市長
●基調講演
講師／甲賀雅章さん（大道芸ワールドカップ in 静
岡・プロデューサー、㈱シーアイセンター代表取
締役）

●ワールドカフェ
　これまでの地域の魅力探し事業の事例紹介と、参
加者同士の対話
�http://www.city.susono.shizuo
ka.jp/sousei/

長泉町との共同事業
みんなで子育てするまち推進事業

市の総人口の減少は、世代間バランスの変化による
現役世代の負担増など、地域にさまざまな影響をもた
らします。人口減少をストップさせて、人口の安定す
る社会を構築するため、子どもを産み、育てやすい風
土づくりに地域全体で取り組む、「みんなで子育てす
るまち」事業を推進していきます。

英語 DE リトミックイクボスセミナー

♦第３回ファミリーキャンパス裾野・長泉
遊んで学ぶを合言葉に楽しみながら、子育てに関す

る知識も学べます。直接会場へお越しください。
２月 11日㈯　10時～ 14時
ウェルピアながいずみ（長泉町納米里）
●英語DEリトミックの黒部美子さんによるグロー
バル子育てセミナー●遊び広場（ダンボール迷路や
新聞プール、バルーン教室など）●リユース子ども
服プレゼント

第１回 第２回

♦みんなで子育てするまちサミット
イクボス提唱者の安藤哲也さんや黒部美子さんなど

による子育てを考えるシンポジウム、家族が楽しめる
プログラムを行います。詳しい内容は、市公式ウェブ
サイトや広報すその３月１日号でお知らせします。
３月 12日㈰　午後
市民文化センター多目的ホール他
http://www.city.susono.shizuo
ka . j p /ma/ch i l d /m innade -
kosodatesurumachi.php

まち ･ひと ･しごと創生の取り組みの紹介
「田園未来都市　すその」の挑戦

特集６
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Information

国の教育ローン

国の教育ローン（日本政策金融
公庫）は高校や大学などへの入学
時や在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。
融資額／子ども１人あたり 350
万円以内

金利／年 1.9％（固定金利）
※母子家庭の方などは 1.5％
（平成 28年５月 10日現在）

返済期間／ 15年以内
※母子家庭の方などは 18 年以
内

使い道／入学金、授業料、教科書
代、アパートの敷金・家賃など

保証／（公財）教育資金融資保証
基金　※連帯保証人可
教育ローンコールセンター
0570-008656（ナビダイヤル）
03-5321-8656

国保高齢受給者証交付会

　平成 29年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 16日㈭

　10時 20分～ 11時 30分�
福祉保健会館研修室
昭和 22年２月２日～３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

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～小学生（第
１・２子）▶ 10,000 円●３歳～
小学生（第３子以降）▶ 15,000
円●中学生▶ 10,000 円●所得
が制限額を超えている方の児童
▶ 5,000 円　※４カ月分をま
とめて支給します。

支給日／６月、10月、２月の 10
日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振り込み
市内に転入した方や子どもが生
まれた方は、転入・出生の手続
きと同時に児童手当の申請を
行ってください。申請には、認
め印、保険証、前年の所得・扶
養親族などの人数を証明する書
類などの提出が必要です。
子育て支援課　995-1841

雑誌付録プレゼント

　当日、本人の図書利用券で図書
を５点以上借りた方に雑誌の付録
をプレゼントします。
２月 25日㈯
１回目▶９時～ 12時
２回目▶ 14時～ 17時
鈴木図書館　※文化センター図
書室では実施しません。
プレゼントは、１人１つまでで
す。先着順で、なくなり次第終
了します。
鈴木図書館　992-2342

深良財産区議会議員選挙

３月８日㈬に任期満了になる深
良財産区議会議員選挙を行います。
２月 26日㈰　７時～ 18時

選挙区／深良財産区内
議員定数／９人
立候補できる方／満 25歳以上の
方で、深良財産区の区域内に引
き続き 10 年以上住所があり、
深良公有林野の入山権がある方

投票できる方／満 18歳以上の方
で、深良財産区の区域内に引き
続き３年以上住所がある方

【立候補予定者説明会】
２月 13日㈪　15時～

【立候補届出書類事前審査】
２月 16日㈭　10時～

【立候補届出日】
２月21日㈫８時30分～ 17時
場所はいずれも深良コミュニ
ティセンターです。
選挙管理委員会（総務管財課）

　995-1807

　４月から、鈴木図書館の木
曜日と金曜日の開館時間を変
更します。市民文化センター
図書室の開館時間は変更あり
ません。
４月～
鈴木図書館

【木・金曜日の開館時間】
３月まで▶９時～19時30分
４月から▶９時～ 19時
※火・水・土・日曜日の開館
時間は、９時～ 17時です。
鈴木図書館　992-2342

鈴木図書館の開館時間が
変わります
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Information
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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

「広報すその」
取材にご協力を

戦略広報課では、イベントなど
を取材・撮影し、広報紙「広報す
その」や市公式 Facebook など
に掲載しています。取材にご協力
をお願いします。
市公式 Facebook ／ https://ww
w.facebook.com/city.susono
写真は、広報媒体の他、資料と
して使用することもあります。
戦略広報課　995-1802

市民無料相談

２月 20日㈪　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室
●資格団体相談（10時～12時）
▶土地、家屋（マンション含む）、
相続、各種登記、会社の設立、
増資、成年後見業務、社会保険
労務などに関する相談。司法書
士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士、土地家屋調査
士、建築士、マンション管理士
が応じます。

　●人権相談（10時～12時、13時
～15時）▶子どもの人権、女性
の人権、その他差別待遇などの
人権問題の相談。人権擁護委員
が応じます。
●行政相談（10時～12時、13時
～15時）▶行政に対する苦情・
要望・問い合わせなどの相談。
行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

不動産無料相談会

予約は不要です。直接会場へお
越しください。

２月 15 日㈬　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）
不動産に関する相談に、弁護士
や司法書士、税理士、土地家屋
調査士、行政書士、建築士、宅
地建物取引士などの相談員が応
じます。

（公社）全日本不動産協会県本部
　054-285-1208

第 10回特別弔慰金を支給

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
ています。
⑴弔慰金の受給権者
⑵戦没者などの子
⑶①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
⑷⑶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年以上生計関係があった
方のみ
平成 30年４月２日㈪
社会福祉課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
社会福祉課　995-1819

障害者就職面接会

予約は不要です。参加を希望す
る障がい者の方は、履歴書（複数
枚）と障害者手帳をお持ちの上、
直接会場へお越しください。

２月 22 日㈬　12 時 45 分～
15時　※受付▶ 12時～
キラメッセぬまづ１階多目的
ホール（沼津市大手町）
●就職を希望する障がい者と企
業との個別面談形式の面接会
（沼津・三島地域の約 60 の企
業が参加）●ハローワークなど
の支援機関の相談コーナー
ハローワーク沼津　障害者担当

　918-3713　 932-0489

わらうのん in すその

　“ 楽しく笑って健康になろう ”
を合言葉に、思い切り笑って心身
共に健康になるイベントです。
２月 19日㈰　11時～ 14時
市民文化センター多目的ホール
●すそのん、すぅちゃん、ファ
イゴンと一緒に笑おう！　笑い
大使の髙村市長も一緒に笑いま
す。●瞳さんのバルーンアート
●楽風さんの「すそのんキャラ
弁」の販売●笑って健康になる
ラフターヨガ」の体験など
裾野ラフタークラブ

　080-2615-0841
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薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。
２月７日、21日の火曜日
13時～ 16時（１回 45分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

富士急高速バス東京駅線平日
限定 1,000 円キャンペーン

　富士急シティバスでは、市内と
東京駅を結ぶ高速バスを毎日５往
復運行しています。この高速バス
が、乗車券を事前購入すると期間
限定で片道 1,000 円（子ども
500 円）で利用できます。利用
する方は、利用日前日までに乗車
券をご購入ください。
３月 17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 49台分あります。
富士急コールセンター

　0570-022956
　929-1144（７時 30分～ 20時）

http://www.fujikyu.co.jp/
citybus/tokyo1k_cp.html

勤労者教育資金貸付制度

　市内に住んでいる勤労者の方や
その子どもの高校・大学などの教
育費用を県労働金庫から借り入れ
る場合、市の利子補給を利用でき
ます。
利子補給対象限度額／１人 300
万円

補給期間／最長５年　※在学期間
中の据え置き可

利子補給率／1.0％　※３月31日
㈮までに貸し付けを受ける場合
受け付けは、予算がなくなり次
第終了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

アルコール依存相談

　アルコール依存に関する相談に、
専門の相談員が応じます。秘密は
厳守します。
２月 13日㈪・27日㈪
13時～ 16時（１回 45分）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前の週の金曜日

県精神保健福祉センター
054-286-9245

太陽熱高度利用システム、蓄電池システム、家庭用燃料電池シ
ステムの補助金額は変更ありません。

� 生活環境課　995-1816

変更内容

４月受け付け分から、新エネルギー機器設置補助金の制度が一
部変更になります。

新エネルギー機器設置補助金
４月から制度を変更

平成28年度　全国統一防火標語
　消しましょう
　　　　その火その時
　　　　　　　その場所で

機器名など 内容

太陽光発電システム 補助金額が家庭用、事業用共に４万
円になります。

電気自動車等充電器

廃止します。
家庭用エネルギー管理
システム（HEMS）

３点同時設置に係る
補助金の上乗せ

蓄電池システム
対象になる条件が、リチウムイオン
蓄電池に加え、電力変換装置を備え
たシステムとして一体的に構成され
たものになります。
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お知らせ

応急手当普及員講習会受講者

３月５日・12日・19日の日曜日
８時 30分～ 17時 30分
富士山南東消防本部三島消防庁
舎３階消防センター（三島市南
田町）
３日間の合計 24 時間、全ての
カリキュラムを受講できる方
10 人　※定員を超える場合は、
裾野市・三島市・長泉町に住ん
でいるか通勤している方を優先
し、抽選で決定します。
三角巾法・搬送法・心肺蘇生法・
AED取り扱い・指導技法など
※最終日に認定のための試験が
あります。
筆記用具
電話またはファクスで、氏名・
ふりがな・住所・生年月日をお
伝えください。
２月 22日㈬
●動きやすい服装でお越しくだ
さい。●昼食は各自で用意して
ください。
富士山南東消防本部警防救急課

　972-5803
973-0125

沼津・駿東地域合同
就職面接会

２月 14 日㈫　13 時 30 分～
15時 30分
プラサヴェルデコンベンション
ホールA（沼津市大手町）
ハローワークで求職登録してい

る方　※登録はどこのハローワー
クでもできます。
参加方法／ハローワーク沼津・御
殿場、ハローワークプラザすそ
の、しずおか就職総合支援セン
ター東部にある案内チラシの参
加申込書を、当日会場受付へお
持ちください。
ハローワーク沼津紹介第一部門

　918-3711

市民体育館健康講座
ダイエット教室

健康運動指導士がダイエットの
知識、トレーニングの方法をアド
バイスします。
２月 25日㈯　10時～ 12時
市民体育館多目的室・トレーニ
ングルーム
医師による運動制限のない 18
歳以上の方で、ダイエットに真
剣に取り組もうとしている方
20人（先着順）

500 円（施設利用料、保険料、
インボディー測定代含む）
運動できる服装、室内シューズ、
タオル、水分補給できるもの
●インボディー測定で筋肉量、
体脂肪量などを詳細に測定でき
ます。●修了者にはトレーニン
グルームの利用証を発行します。

市民体育館　993-0303

ひきこもり支援の講演会

３月 10日㈮　10時～ 12時
　※受付▶９時 30分～
サンウェルぬまづ２階大会議室
（沼津市日の出町 1-15）
100 人
●報告▶県ひきこもり支援セン
ターの運営状況

　●講演▶ひきこもりの理解と支
援～家族・関係機関・地域の協
働でできること～
電話またはファクス、メールで
会場名（他会場でも開催するた
め）、氏名、電話番号、住んで
いる市町を連絡してください。
２月 16日㈭　
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
054-286-9249
mental@pref.shizuoka.lg.jp

市民協働によるまちづくり推進協議会委員と
男女共同参画推進市民委員会委員

業務内容／●市民協働によるま
ちづくり推進協議会▶市民協働
によるまちづくりを推進するた
め、計画の実施に関する審議や
市民協働のあり方の見直しをし
ます。

　●男女共同参画推進市民委員会
▶男女共同参画についての学習、

研究、市民への啓発などさまざ
まな課題を検討し、男女共同参
画社会の形成を推進します。

任期／４月１日㈯～平成 31年３
月 31日㈰
市内に住んでいるか通勤してい
る方
若干名

生涯学習センターにある申込書
に必要事項を記入し、直接提出
してください。　※郵送、メー
ル不可。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。
２月 19日㈰
生涯学習課　992-3800

11
2017.2.1



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 大手電話会社を名乗る電話がかかってきた。
光回線サービスの利用料が安くなると言うの

で、転用承諾番号をインターネットで取得し伝えた
が、届いた登録完了通知を見たら大手電話会社では
なかった。やめたい。

Ａ 大手電話会社が光回線サービスの卸売を開始
したため、多くの事業者が参入し、契約内容

が多様化、複雑化しています。勧誘を受けた際は、
必ず契約先を確認しましょう。転用承諾番号を取得
すると元の会社との契約はなくなります。安くなる
からと言われても、他のサービスとのセット契約で
かえって高額になったり、契約しているサービスの
解約料が発生したりする場合があります。契約内容
をよく理解して契約してください。

高齢者を狙う悪質商法の手口
　悪質商法は常に高齢者を狙っています。手口を知
り被害を未然に防ぎましょう。おかしいなと思った
ら、すぐ消費者センターへ相談してください。
利殖商法▶「値上がり確実」「絶対もうかる」など
をうたい文句に投資をすすめる商法です。

送り付け商法▶注文していない商品を宅配便などで
一方的に送り付け、その代金を請求する商法です。
健康食品の他にも化粧品やカニが送られてくるこ
ともあります。

催眠商法▶空き店舗や仮設テントなどに人を集め、
販売員が巧みな話術で場を盛り上げ、無料同然で
日用品を配り、高揚した雰囲気の中で高額な商品
を売りつける商法です。特に布団類や電気治療器、
健康食品などを契約させられることが多いです。

消費生活センター　 995-1854

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
▶チェーンソー以外の振動工具
取扱安全衛生教育、粉じん作業
特別教育●技能講習▶足場の組
立て等作業主任者技能講習　●
パソコンコース▶パソコン入門、
ワード・エクセル基礎、ワード・
エクセル活用、夜間パソコン入

門、夜間ワード・エクセル基礎、
夜間ワード・エクセル活用�
●カルチャーコース▶フラワー
アレンジメント、手作り木綿ぞ
うり教室、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
（科学あそび）参加者

２月 25 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
東西公民館（鈴木図書館３階）

市内に住んでいる幼児・小学生
と保護者の方
25組（先着順）

テーマ／浮沈子で遊ぼう！どうし
て浮くの？沈むの？
油性ペン、炭酸飲料の入ってい
た 500 ミリリットルのペット
ボトル、手拭き用タオル
２月３日㈮９時～18日㈯ 17時

　※定員になり次第締め切り
駐車場に限りがありますので、
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

12
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Health

２月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
●�急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
●�夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。

●�疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。 裾野赤十字病院

992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
6・13・20・27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

27日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

2日㈭
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

20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

6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

24日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

15日㈬・27日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

７日㈫
９:00〜９:15

平成28年８月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

14日㈫
13:00〜13:30

平成27年８月
生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈫
９:00〜９:15

平成27年２・３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

９日㈭
13:00〜13:15

平成26年８月
生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭
13:00〜13:30

平成26年２月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 １日㈬　 17:00 〜 19:45
 ７日㈫※  9:00 〜 11:30
14日㈫　 13:00 〜 15:30
22日㈬※  9:00 〜 11:30

※はC型肝炎検査もできます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

内科 内科 内科 内科
5 6 7 8 9 10 11

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

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

内科 内科 内科 外科 整形 内科 内科
26 27 28

内科 外科 内科
※11日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

13
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今月の救急協力医

2月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈭ 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

17 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 萩野クリニック 966-7111 根古屋 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

19 ㈰

池田病院 986-1212 本宿 東医院 921-5520 高沢町

小林内科医院 921-2165 米山町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 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

20 ㈪ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 五十嵐クリニック 934-6700 志下 西村医院 971-6510 下土狩

21 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

22 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 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

23 ㈭ 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

24 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

25 ㈯ 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

26 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

小林医院 966-7700 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

鈴木医院 993-0430 佐野 守重医院 931-2511 我入道
　江川

14
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２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  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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　　

木村眼科
967-4611 原　　　

かまたクリニック
988-2488 文教町　

吉田歯科医院
987-6118 納米里　

26 ㈰ 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　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩　

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 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

28 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 西方外科医院 921-1333 共栄町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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富士山資料館993-9300 998-1325

NAVI

6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪
2月の休館日

寛政の改革と棄
き
捐
えん
令

江戸時代の三大改革といえば、8代将軍徳川吉宗
による享保の改革、老中松平定信による寛政の改革、
老中水野忠邦による天保の改革で、いずれも幕府政
治（幕藩体制）の立て直しが狙いでした。
寛政の改革は、「①江戸に出てきていた農民を故

郷に帰した。②凶作や飢
き き ん

饉に備えるため、農村に倉
を設けて米を貯えさせた。③商品作物の栽培を制限
した。④生活が苦しくなった旗本や御家人を救うた
め、金融業を営んでいた札

ふださし

差からの借金を帳消しに
した」が主な内容でした。
文書は、須山区に残されていたこのときの通達で、

前半部分に「此度御切米取之御旗本御家人勝手向御
救之堂免旁蔵宿共より武家へ貸置候右借金済方棄
捐」とあり、まさに上記④に
関する内容でした。幕府の通
達が村々まで伝えられている
ことに驚きます。

県優秀技能者・技能検定功労者表彰式が昨年 11
月 15 日㈫に行われました。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。当市からは 4人の方が受賞しました。

「手作りの技術を後輩に受け継ぎます」と話す紺谷
さんは、自動車のデザインモデル制作で受賞。モデ
ル制作に係わる塗装や艤

ぎ そ う
装などで高い技能を持ちク

オリティーの良いモデル造りにまい進している多能
工のスペシャリストです。
平井さんは自動車整備工で受賞。車両運動性能開

発に携わってきた経験と探究心、努力で習得した高
い車両評価技能やモノ造り、品質改善技能で、進化
する車両性能に対応しています。「一生懸命勉強し
た私のスキルを会社に残します」と語ります。
「機械で作業することが好きで、配置換えを希望し
た判断が良かった」と話す村上さんは、機械修理工
で受賞。後進の育成に関しても、動力を使わない“か
らくり ”の技術指導、保全に関する “カンコツ ”の
伝授など精力的に行っています。
斎藤さんは広告美術工を受賞。イラスト描画の才

能を磨き、高い技量をもった技能士として、景観に
対する意識も高く、その技能と豊かなアイデア、行
動力で活躍しています。「小さいときから絵が好き
で、この職に就きました」と目を細めます。
皆さんの今後の活動が “企業・事業所と共に歩む

まち�すその ”の発展につながることが期待されます。

※写真左から紺谷さん、平井さん、斎藤さん、村上さん

大目付江（須山区有文書）

石井好子メモリアル音楽祭 2017
ポピュラー音楽の祭典

～限りない想いを歌に富士山の裾野から　vol.15 ～
3.11 復興祈念　希望の歌～生きる～

と　き／３月 11日㈯　17時～
　　　　※開場▶ 16時 30分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 6,500 円　当日券▶ 7,500 円
　　　　※未就学児の入場はできません。
チケット販売／好評発売中
出　演／美川憲一、伊東ゆかり、森昌子、神野美伽、

平みち他、メモリアルゲスト�水谷八重子

美川憲一

神野美伽 水谷八重子

伊東ゆかり 森昌子

県優秀技能者
紺谷 隆司さん（トヨタ自動車東日本㈱）
平井 英俊さん（トヨタ自動車㈱）
斎藤 三雄さん（㈱さいとう看板）
村上 孝司さん（トヨタ紡織㈱）
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うるおいすその
秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

Contents
p02 富士山のふもとで、恋しよう。
p04 すそのんのキャラ弁を作ろう！
p06 国保・後期高齢者医療の高額療養費制度、学生特例
p07 春の全国火災予防運動が始まります
p08 フォトグラフ

1 月 22 日　
須山中生が須山浅間神社で放水訓練
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ふじのくにエンゼルパワースポットは、県が募集し
た「恋愛・結婚・子宝」にまつわる噂のスポットです。昔
から伝わる地域の言い伝えから、若者たちの間で噂に
なっている都市伝説まで、ジャンルはさまざまです。
昨年12月現在で、県内171箇所が登録されていま
す。このページでは、エンゼルパワースポット

をピンク色のハートマーク♥で市町独自
のスポットは緑色のハートマーク

♥で表記しています。

1 田貫湖ダイヤモンド富士
富士山が生んだ、自然の奇跡

　1年にたった2回（4月20日前後と8
月20日前後1週間）しか見ることがで
きない自然の芸術作品。見ることがで
きたカップルは幸せになれるといわ
れています。

富士宮市佐折634-1ところ

9 誓いの丘
富士山に向かって“愛”を叫ぶ

　眼前に大きくそびえる富士山に
向かって思わず叫びたくなる雰囲
気から「誓いの丘」と名づけられま
した。丘に設置された「誓いの鐘」
を鳴らし、ハート型のモニュメント
に鍵を掛ければ、その誓いは成就
するといわれています。

小山町竹之下3660-59ところ

2 富士山本宮浅間大社
春は花見の名所に！

　世界遺産富士山の構成資産の1つ
で、全国に約1,300社ある浅間神社
の総本社。祭られているコノハナサク
ヤヒメは安産・子育ての神様として知
られています。

富士宮市宮町1-1ところ

3 杉田子安神社
安産・子育てに霊験あらたかな社

　木彫りの犬像をなでれば子宝に恵
まれるとされています。4月に行われ
る例大祭ではたくさんの人がお礼参
りに訪れます。

富士宮市杉田215ところ

4 富士市中央公園バラ園
2人の愛を刻みます！

　クリスマスにカリヨン時計から流れ
る曲目をカップルで全て聞くことがで
きると、幸せになるといわれています。

富士市永田町2-112ところ

5 ふじさんてらすMierula（ミエルラ）
2人の愛を鳴らしましょう！

　市で配布している「幸せのひのき
札」（平成27年11月24日以降に婚姻届
を提出した方に限ります）に願いを書
いて願掛けした後は、「希望の鐘」を2人
で鳴らしましょう！

富士市永田町1-100
富士市役所屋上

ところ

6 岳南電車
2人の愛を運びます！

　通勤・通学にも多く利用されてい
る、地元の足。利用者同士のカップル
が多くいるという噂。電車内での結婚
式や婚活イベントも開催！

7 冨士浅間神社の根上がりモミ
コノハナサクヤヒメのご加護あれ

　裏参道の鳥居を入って右側に
繁るモミの木。モミ、ブナ、カシ、
３本の木が隣り合い、根が複雑
に絡み合っていることから縁結
びの木として慕われています。推
定樹齢は約300年、小山町天然
記念物に指定されています。

小山町須走126ところ

8 遊女の滝
金太郎のような健康な赤ちゃんを

　金太郎の母といわれる八重
桐は、金時山の頂で赤龍と結
ばれる夢を見て金太郎を身ご
もったとされています。山を下
りた八重桐は、この滝に身を
打たれて安産と健康を祈願し
たという言い伝えがある滝。

小山町小山ところ

10 胎内神社
印野の溶岩隧道

　富士山御胎内清宏園の中にある富
士山の噴火でできた溶岩隧道といわ
れる洞窟は、人の身体の内部に似て
いることから「御胎内」と言われ、昔よ
り安産祈願のパワースポットとして親
しまれています。

御殿場市印野1241-2ところ

11 御殿場わらじ祭り
良縁成就の祭り

　７月第１週の土曜日に開催され、良
縁成就と富士登山者の健脚を祈願して
集まった未婚の女性（わらじ娘）が全長
３メートルの大わらじを担ぎ会場を練
り歩きます。笑顔で練り歩く姿は力強く
も美しくあります。

御殿場市新橋2083ところ

12 駒門風穴
富士山麓最大級の溶岩洞窟

　約１万年前の富士山の火山活動に
よって流出した三島溶岩流によって形
成され、富士山麓に現存する溶岩洞窟
のうち最古で最大級のものの１つに数
えられています。入口には子安神社が
あり、安産を祈願しています。

御殿場市駒門69ところ

13 須山浅間神社
ハート型の穴から見える、二人の恋?!

　世界遺産富士山の構成資産「須山
浅間神社」は、古くから夫婦円満、多
産、安産、子宝の神として信仰されて
います。境内にはハート型の穴の空い
た灯籠があり、のぞくと幸せになれる
といわれています。

裾野市須山722ところ

14 田向地蔵堂
お産が軽くなるお地蔵様

　本尊は、石仏の延命地蔵で、子授け
から子育て、安産祈願などのためお参
りされています。近所のお年寄りに安
産の念仏を唱えてもらい、お産が始
まったらろうそくに火を灯すとお産が
軽くなるといわれています。

裾野市須山110ところ

15 葛山浅間神社
安産・子育ての神様が鎮座する

　「神石」は拳から赤ちゃんの頭くら
いの大きさの丸石が上に置かれた大
きな自然石。丸石は、女性の乳房や、
たくさんの赤ちゃんが母親に抱えられ
ているようにも見え、安産・子育ての
神として安置されています。

裾野市葛山765ところ
富士市今泉1-17-39
（岳南電車株式会社）

ところ

富士宮市エリア

小山町エリア

御殿場市エリア

富士市エリア 裾野市エリア

富士山のふもとにある、4 市 1 町 ( 裾野市、御殿場市、富士市、小山町、富士宮市 ) で構成され
る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広域連携を図り、課題の解
決に取り組んでいます。

富士山ネットワーク会議の共通紙面として、各市町の恋愛・結婚・子宝にまつわるうわさのスポッ
ト「ふじのくにエンゼルパワースポット」や、知られざる恋のスポットを紹介します。

富士山のふもとで、恋して、各パワースポットに行ってみませんか？
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富士山のふもとで、恋しよう。
～恋のパワースポット大紹介～

戦略広報課
995-1802
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ふじのくにエンゼルパワースポットは、県が募集し
た「恋愛・結婚・子宝」にまつわる噂のスポットです。昔
から伝わる地域の言い伝えから、若者たちの間で噂に
なっている都市伝説まで、ジャンルはさまざまです。
昨年12月現在で、県内171箇所が登録されていま
す。このページでは、エンゼルパワースポット

をピンク色のハートマーク♥で市町独自
のスポットは緑色のハートマーク

♥で表記しています。

1 田貫湖ダイヤモンド富士
富士山が生んだ、自然の奇跡

　1年にたった2回（4月20日前後と8
月20日前後1週間）しか見ることがで
きない自然の芸術作品。見ることがで
きたカップルは幸せになれるといわ
れています。

富士宮市佐折634-1ところ

9 誓いの丘
富士山に向かって“愛”を叫ぶ

　眼前に大きくそびえる富士山に
向かって思わず叫びたくなる雰囲
気から「誓いの丘」と名づけられま
した。丘に設置された「誓いの鐘」
を鳴らし、ハート型のモニュメント
に鍵を掛ければ、その誓いは成就
するといわれています。

小山町竹之下3660-59ところ

2 富士山本宮浅間大社
春は花見の名所に！

　世界遺産富士山の構成資産の1つ
で、全国に約1,300社ある浅間神社
の総本社。祭られているコノハナサク
ヤヒメは安産・子育ての神様として知
られています。

富士宮市宮町1-1ところ

3 杉田子安神社
安産・子育てに霊験あらたかな社

　木彫りの犬像をなでれば子宝に恵
まれるとされています。4月に行われ
る例大祭ではたくさんの人がお礼参
りに訪れます。

富士宮市杉田215ところ

4 富士市中央公園バラ園
2人の愛を刻みます！

　クリスマスにカリヨン時計から流れ
る曲目をカップルで全て聞くことがで
きると、幸せになるといわれています。

富士市永田町2-112ところ

5 ふじさんてらすMierula（ミエルラ）
2人の愛を鳴らしましょう！

　市で配布している「幸せのひのき
札」（平成27年11月24日以降に婚姻届
を提出した方に限ります）に願いを書
いて願掛けした後は、「希望の鐘」を2人
で鳴らしましょう！

富士市永田町1-100
富士市役所屋上

ところ

6 岳南電車
2人の愛を運びます！

　通勤・通学にも多く利用されてい
る、地元の足。利用者同士のカップル
が多くいるという噂。電車内での結婚
式や婚活イベントも開催！

7 冨士浅間神社の根上がりモミ
コノハナサクヤヒメのご加護あれ

　裏参道の鳥居を入って右側に
繁るモミの木。モミ、ブナ、カシ、
３本の木が隣り合い、根が複雑
に絡み合っていることから縁結
びの木として慕われています。推
定樹齢は約300年、小山町天然
記念物に指定されています。

小山町須走126ところ

8 遊女の滝
金太郎のような健康な赤ちゃんを

　金太郎の母といわれる八重
桐は、金時山の頂で赤龍と結
ばれる夢を見て金太郎を身ご
もったとされています。山を下
りた八重桐は、この滝に身を
打たれて安産と健康を祈願し
たという言い伝えがある滝。

小山町小山ところ

10 胎内神社
印野の溶岩隧道

　富士山御胎内清宏園の中にある富
士山の噴火でできた溶岩隧道といわ
れる洞窟は、人の身体の内部に似て
いることから「御胎内」と言われ、昔よ
り安産祈願のパワースポットとして親
しまれています。

御殿場市印野1241-2ところ

11 御殿場わらじ祭り
良縁成就の祭り

　７月第１週の土曜日に開催され、良
縁成就と富士登山者の健脚を祈願して
集まった未婚の女性（わらじ娘）が全長
３メートルの大わらじを担ぎ会場を練
り歩きます。笑顔で練り歩く姿は力強く
も美しくあります。

御殿場市新橋2083ところ

12 駒門風穴
富士山麓最大級の溶岩洞窟

　約１万年前の富士山の火山活動に
よって流出した三島溶岩流によって形
成され、富士山麓に現存する溶岩洞窟
のうち最古で最大級のものの１つに数
えられています。入口には子安神社が
あり、安産を祈願しています。

御殿場市駒門69ところ

13 須山浅間神社
ハート型の穴から見える、二人の恋?!

　世界遺産富士山の構成資産「須山
浅間神社」は、古くから夫婦円満、多
産、安産、子宝の神として信仰されて
います。境内にはハート型の穴の空い
た灯籠があり、のぞくと幸せになれる
といわれています。

裾野市須山722ところ

14 田向地蔵堂
お産が軽くなるお地蔵様

　本尊は、石仏の延命地蔵で、子授け
から子育て、安産祈願などのためお参
りされています。近所のお年寄りに安
産の念仏を唱えてもらい、お産が始
まったらろうそくに火を灯すとお産が
軽くなるといわれています。

裾野市須山110ところ

15 葛山浅間神社
安産・子育ての神様が鎮座する

　「神石」は拳から赤ちゃんの頭くら
いの大きさの丸石が上に置かれた大
きな自然石。丸石は、女性の乳房や、
たくさんの赤ちゃんが母親に抱えられ
ているようにも見え、安産・子育ての
神として安置されています。

裾野市葛山765ところ
富士市今泉1-17-39
（岳南電車株式会社）

ところ

富士宮市エリア

小山町エリア

御殿場市エリア

富士市エリア 裾野市エリア
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市長賞　“ 栄養満点 裾野産 すそのん弁当 ” 作者：鈴木 睦希さん（上須）

JA なんすん賞　“ みんなで応援 すそのん弁当 ” 作者：松原 五
い

百
ほ

枝
え

さん（沼津市）
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すそのんのキャラ弁を作ろう！
キャラ弁コンテスト受賞作品のレシピを紹介

特集２

キャラ弁コンテストの審査が 12 月 11 日㈰に行われました。地
産地消や食育などの観点から審査された５作品の受賞が決定しまし
た。それぞれの作品のすそのんの部分の作り方を紹介します。

戦略広報課
995-1802

作り方
①玉ネギはみじん切りし、ある程度の細かさに切れたら塩を振る。
水分が出てくるまで、さらに細かく切る。

②シメジはいしづきを切ってほぐす。薄切り豚肉は一口大に切る。
③大和芋はすりおろし、豆腐と牛乳を加え、大和芋と豆腐を握りつ
ぶすように混ぜる。

④フライパンにオリーブ油（分量外）とニンニクを入れて弱火にか
け、香りが出たら①を入れて中火にし、あめ色になるまで炒める。

⑤④にショウガと鶏がらスープの素、顆
か
粒
りゅう
だし、しょうゆ、②を入

れて炒める。豚肉に火が通ったら③を加えてクリームを作る。
⑥アルミ箔で作ったすそのんの型にご飯を敷いてその上に載せ、と
ろけるチーズを１枚ずつ載せて、チーズが溶けるまでトースター
で加熱する。

⑦ニンジンを切り抜き、すそのんのほっぺを作る。大根を２ミリメー
トルの厚さに切り、富士山の帽子と足の部分を切り抜いて作る。

⑧耐熱容器に食用色素で色付けした水と切り抜いた大根を入れ、⑦
と一緒に１分間電子レンジで加熱する。

⑨⑥に⑧を載せ、のりのつくだ煮をクリーム絞りに入れて顔を描い
たら、出来上がり。

その他／作品では、ゴボウとヨーグルトのサラダ、はすがらの甘辛
煮などを入れました。

作り方
①のりを切り抜き、すそのんの目と鼻、口を作る。
②カニカマの赤い部分を丸く切り、ほっぺを作る。
③少量のご飯にデコレーション用ふりかけを混ぜ合わせ、富士山の
帽子の部分を作る。

④チーズを切り抜き、富士山の帽子の雪の部分を作る（作品では、
花の形にしました）。

⑤芯に椎茸昆布つくだ煮を入れて、丸いおにぎりを作り、①～④の
パーツですそのんの顔を作って、出来上がり。

その他／作品では、野菜の肉巻き、切り干し大根のきんぴら、だし
巻き卵、ブロッコリーなどを入れました。

材料（３人分）
玉ネギ（中）………………………１個
シメジ …… 15g� 大和芋 …… 25g
ご飯 … 300g� 薄切り豚肉 … 150g
豆腐 …… 1/2 丁� 牛乳 …… 15cc
ニンニク・ショウガ …………… 適量
ニンジン・大根 ………………… 少々
塩・鶏がらスープの素・顆

か
粒
りゅう
だし・しょ

うゆ・食用色素（青）・のりのつくだ
煮 ………………………………… 適量
とろけるチーズ ………………… ３枚

材料（３人分）
ご飯 ……… 200g� のり …… 少々
カニカマ �…� １本� チーズ … 少々
デコレーション用ふりかけ（青）…少々
椎茸昆布つくだ煮 ……………… 適量



優秀賞　“ イクジイのちらし寿司風弁当 ” 作者：志田 忠弘さん（滝頭）

優秀賞　“ ピクニックすそのんルンルン弁当 ” 作者：渡部 透
ゆき

江
え

さん（中丸下）

優秀賞　“ すそのんとおともだち ” 作者：坂本 妙子さん（南町）
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特集２

作り方
①のりを切り抜き、すそのんの目と鼻、口を作る。
②かまぼこを切り抜き、足と富士山の帽子を作り、食用色素で染める。
③ご飯を半分に分け、ふりかけご飯とわかめご飯を作り、それぞれをさら
に２等分する。

④卵と顆
か
粒
りゅう
だし、コーヒーミルクを混ぜ合わせ、薄焼き卵を作る。

⑤薄焼き卵を半分にして、１枚ずつラップに敷き、ふりかけご飯とわかめ
ご飯をそれぞれ包み込んで、弁当箱に入れ、①・②のパーツですそのん
を作る。

⑥残りのご飯はのりで包んで、顔を作って出来上がり。
その他／作品では、ちくわと豆のひな鳥、から揚げ、里芋の煮物、ハムで
作った花などを入れました。

作り方
①チェダーチーズをすそのんの体の形に切る。
②白色のチーズを富士山の帽子の雪の部分の形に切る。
③のりを切り抜き、目と鼻、口を作る。
④少量のご飯とデコレーション用ふりかけを混ぜ合わせ、丸めて足と帽子
を作る。

⑤カニカマの赤い部分を切り抜き、ほっぺと口を作る。
⑥のりを切り抜いて、目と鼻、口を作る。
⑦ご飯を弁当箱に入れ、好きなふりかけをかけ、①～⑥のパーツですその
んを作って、出来上がり。

その他／作品では、肉巻き野菜の甘辛煮や高野豆腐の含め煮、薄焼き卵の
ひまわりなどを入れました。

作り方
①ニンジンを丸く切り抜いてすそのんのほっぺを作り、甘く煮る。
②かまぼこを富士山の帽子の形と足の形に切り、食用色素で色を付ける。
③のりを切り抜き、目と鼻、口を作る。
④ゆずの皮を小さく切る。
⑤レモンシロップと酢、塩、④を混ぜて、黄色いすし酢を作り、ご飯と混
ぜ合わせる。

⑥⑤を弁当箱に入れ、①～③のパーツで、すそのんを作って、出来上がり。
その他／作品では、⑤のすし酢を使ったミックス野菜をご飯の近くに入れ
てちらしずしの具にし、マカロニサラダ、肉巻き野菜、さつまあげの煮
物、ミニトマトを入れました。

材料（３人分）
ご飯…茶碗

わん
３杯　ニンジン…適量

レモンシロップ�……………�50cc
かまぼこ・食用色素（青）・のり・
ゆず・酢・塩 ……………… 少々

材料（おにぎり４個分）
ご飯…茶碗

わん
２杯� のり……１枚半

卵…………１個� かまぼこ…数枚
食用色素（青）・顆

か
粒
りゅう
だし … 少々

コーヒーミルク …………… ２個
ふりかけ・わかめご飯の素…適量

材料（３人分）
ご飯 … 茶碗

わん
３杯� のり … 少々

チェダーチーズ …………… ３枚
白色のチーズ ……………… １枚
カニカマ …………………… ３本
デコレーション用ふりかけ（青）・
ふりかけ …………………… 適量
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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。
対象となる方／● 70歳未満の方
● 70歳以上で低所得者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。

入院時の食費の負担額

区分オ、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、限度額適用認定証
を医療機関窓口に提示することで、入院時の食事代が
減額になります。国保年金課へ申請してください。
入院時 1食あたりの負担額
市民税課税世帯（下表以外の方） 360 円

・区分オ
・低所得者Ⅱ

90 日までの入院 210 円

過去 12 カ月で 90 日を
超える入院 160 円

低所得者Ⅰ 100 円

国保・後期高齢者医療の高額療養費制度、学生特例
医療費が高額になった方、就学のために転出する方の申請・届け出

特集３

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）
区分 所得額 ※１ ３回目まで ４回目以降 ※３

ア 901 万円超 252,600 円※２ 140,100 円

イ 600 万円超
901 万円以下 167,400 円※２ 93,000 円

ウ 210 万円超
600 万円以下 80,100 円※２ 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

自己負担限度額（70歳以上の方）

負担割合など 外来
（個人単位）

入院
（世帯単位）

３割 44,400 円
80,100 円※２
  4 回目以降▶
     44,400 円

２割
または
１割

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

※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医療費が一定の額を超えた場合、超えた額の１％
を加算

※３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

（ ）

医療費の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、限度額適用認定証を提示すると窓口で
の支払いが限度額までにとどめられます。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

就学で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、届け出
る必要があります。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。
国保年金課
●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



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。日頃から点検や作動確認、必要であれば電池
を交換してください。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
書を確認してください。古くなり廃棄する場合は、本
体と電池を分けて正しく処分しましょう。
警報器が鳴り、火災をみつけたら
・周りに大声で知らせましょう。
・避難しましょう。
・119 番通報しましょう。
・可能なら初期消火をしましょ
う。

※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
・ボタンを押す、またはヒモを引くなどして作動確認
をしましょう。

・音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされて
いるか確認しましょう。

・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確認しましょう。

・「ピッピッピ」と一定の間隔でなる場合は、電池切
れや機器の異常です。

住宅防火いのちを守る７つのポイント

３つの習慣
・寝たばこは絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすい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
炎物品を使用する。

・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。

住宅用火災警報器
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特集４

３月１日㈬から７日㈫まで、全国一斉に春の火災予防運動が行
われます。この時季、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。
富士山南東消防本部 予防課　 972-5802
富士山南東消防本部 裾野消防署　 995-0119

「消しましょう　その火その時　その場所で」
平成 28年度全国統一防火標語

「火の元は　心で用心　目で確認」
平成 28年度市防火標語

春の全国火災予防運動が始まります
3/1㈬～ 3/7 ㈫の 7日間



今月の写真

Photograph １月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／中央公園

梅と夢の橋

１時間４分38秒大会新記録 １月８日142人が新春の深良路を力走 １月１日

中央公園の橋といえば、黄瀬川に架かるつり橋を思い浮かべる方
も多いと思います。見落としがちですが、佐野川に架かる「夢の橋」
も風情があります。橋の手前の梅の花が１月中旬に見頃を迎えまし
た。赤いアーチ橋ともマッチして、まさに「夢の橋」の趣です。

第 60 回新成人者祝賀駅伝大会に 115 チーム約 1,000 人が参加
しました。コースは須山小学校をスタートし、成人式が行われる市
民文化センターを目指す 21.7km です。１時間４分 38 秒でゴー
ルした裾野陸上クラブが、現コースの新記録で総合優勝しました。

新春の到来を告げる恒例の元旦マラソン・駅伝大会が深良地区で
行われました。42 回目を迎える今大会には「1.5km・ファミリー」

「３km」「６km」「駅伝」の各部門に 142 人のランナーが参加しま
した。選手たちは新たな決意を胸に、快晴の深良路を駆け抜けました。
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Photograph 2016.1

“まいりゅう”と“ファイゴン”が初対面 １月17日 婦人会が収益金を寄付 １月19日

災害時の相互応援に関する協定を結ぶ茨城県龍ケ崎市のマスコッ
トキャラクター “ まいりゅう ” が、飲料用ペットボトルのパッケー
ジの撮影のため、当市を訪れました。裾野高校でも同校のキャラク
ター “ ファイゴン ” やボランティア部の皆さんと交流しました。

婦人会の岩崎正子会長をはじめ、役員６人が市役所を訪れ、寄付
金５万円を髙村市長に手渡しました。寄付金は、コミセンまつりの
バザーや衣類リサイクル事業の収益金の中から、各地区１万円ずつ
を出し合ったものです。寄付金は市の社会福祉事業に活用されます。

高知県黒潮町で開催された「世界高校生津波サミット」へ出席し
た裾野高校２年の仁科王

おう
河
が

さんと松坂織
おり

人
と

さんが、市役所で報告を
行いました。サミットには海外 29 カ国の高校生が参加。引率の伊
藤智章教諭と共に英語で行ったプレゼンテーションを再現しました。

世界高校生津波サミットの参加を報告 １月13日防火への決意を新たに １月８日

消防出初式が市民体育館で行われました。消防団員 216 人、富
士山南東消防本部裾野消防署員 29 人、災害時消防活動支援隊 70
人が参加。まっすぐに整列した団員や署員は、消防団長や市長など
から服装や姿勢点検を受け、気持ちを引き締めました。

ぶんぶんゴマなどでお正月遊び １月14日

親子わいわい広場が鈴木図書館展示室で開催されました。会場に
はカルタや絵合わせ、巨大すごろく、ぶんぶんゴマ、折り紙などい
ろいろなお正月の遊びが用意され、子どもたちは、日本の伝統的な
お正月の遊びを思い思いに楽しみました。

東地区で一石“四”鳥のウォーキング １月15日

東地区歴史探訪ウォーキング大会が行われました。歩いて健康に
なること、史跡探訪、通路を点検して安全確認、ごみ拾いで環境美
化が目的のウォーキング大会です。文化財保護審議委員会委員長の
服部孝夫さんなどの解説を受け、地元の歴史を再発見しました。
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インフォメーション

Information

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。
３月３日㈮　13時30分～15時
市民文化センター会議室 31
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

予備自衛官補
採用試験

４月 14 日㈮～ 18 日㈫のうち
１日
一般公募／ 18 歳以上 34 歳未
満の方

　技能公募／ 18歳以上で、保有
する技能に応じ 53 歳～ 55 歳
未満の方�
４月７日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。
３月７日、21日の火曜日

　13時～ 16時（１回 45分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

伊豆スカイライン通行
料金割引キャンペーン

富士山の日に合わせ、通行料金
が上限 200 円になる割引キャン
ペーンを実施します。期間中、河
津桜が見頃になることが予想され
ます。ぜひご利用ください。
２月 17日㈮～ 26日㈰
伊豆スカイライン全区間
全車種
県道路公社道路部企画業務課

　054-254-3424
http://www.siz-road.or.jp

4 月から東西公民館の
使用が有料になります

施設の維持管理など、適切な運
営管理を行うため、４月１日㈯の
申請受付分から使用料がかかりま
す。３月 31 日㈮までに申請をし
た場合は、無料で利用できます。
減免の団体登録をしている団体は、
半額の使用料で利用できます。団
体登録証を提示し、利用申請をし
てください。
団体登録（減免）の申請方法
東西公民館窓口にある減免の団

体登録申請書に必要事項を記入し、
提出してください。団体登録申請
書は、市公式ウェブサイトからダ
ウンロードできます。　※登録完
了には最大２週間かかります。
東西公民館　992-6677

市民無料相談

３月 21日㈫　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室
●司法書士相談（10 時～ 12
時）▶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。

　●人権相談（10 時～ 12 時、
13 時～ 15 時）▶子どもの人
権、女性の人権、その他差別待
遇などの人権問題の相談。人権
擁護委員が応じます。
●行政相談（10 時～ 12 時、
13時～15時）▶行政に対する
苦情・要望・問い合わせなどの
相談。行政相談委員が応じます。
●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

裾野駅のバリアフリー化 ２月 25 日供用開始！裾野駅のバリアフリー化 ２月 25 日供用開始！

高齢者や障がい者をはじめ、誰もが安全・安心に裾野駅を利用で
きるように、バリアフリーの整備を行っています。２月 25日㈯か
ら供用を開始します。

●駅舎西側通路と上下線ホー
ムにエレベーターを設置し、
通路で接続●上下線ホームに
内方線付き点状ブロックの設
置●西側通路の屋根の新設と
上下線ホームの屋根の延長整
備●列車接近表示板の設置�
●音声触知案内板などの設置 区画整理課　994-1274

完成イメージ図
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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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

高次脳機能障害
医療等総合相談会

医師やソーシャルワーカー、精
神保健福祉士、家族会が高次機能
障害に関する相談に総合的に対応
します。
３月 15日㈬　午後
県東部総合庁舎（沼津市高島本
町）
３月８日㈬
県東部健康福祉センター

　福祉課　920-2087

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。
母子家庭・父子家庭の母・父

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 18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

社会教育委員

市の社会教育を推進するため、社
会教育委員会の委員を公募します。
任期／４月１日㈯～平成 31年３
月 31日㈰
市内に住んでいるか、通勤して
いる方
若干名

市の社会教育に関することにつ
いて審議します。
生涯学習課にある応募申込書に
必要事項を記入し、本人が直接
提出してください。　※受付▶
㈪～㈮８時 30 分～ 12 時、13
時～ 17 時 15 分（２月 27 日
㈪を除く）
３月６日㈪
生涯学習課　992-3800

男性介護者交流会

３月 11 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
福祉保健会館３階会議室
介護している男性の方
３月９日㈭
介護家族の会

　090-1984-9977（杉山）
　社会福祉協議会 992-5750

森の楽校
～植樹体験＆森の絵本～

広葉樹の植樹、森や自然に関す
る本の読み聞かせとブックトーク
を行います。
３月５日㈰　９時～ 15時

　※集合▶８時 45分
箱根西麓　※集合▶三島市役所
駐車場
小学生以上の方　※小学１～３
年生は保護者同伴
30人（先着順）
弁当、飲み物、タオル、軍手、
雨具、防寒具
２月 28日㈫
長袖、長ズボン、帽子、歩きや
すい靴でお越しください。
箱根山組合　976-1013

年金相談

年金事務所の職員が、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。
３月 23日㈭　10時～ 13時
市役所 1階市民相談室
14人程度（先着順）
３月９日㈭
国保年金課　995-1813

世界の高校生を
家庭に迎えませんか？

AFS は国際的なボランティア
団体で、海外からの留学生を地域
コミュニティに受け入れ、より良
い異文化体験ができるようサポー
トしています。
３～ 10 カ月間、留学生を家族

に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
できる家庭を募集しています。

AFS 日本協会富士山支部
　（栗原）981-6450

普通救命講習会

３月 11日㈯　９時～ 12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防

　本部裾野消防署
救急係

　995-0119
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インフォメーション

Information

シンコーテニスクラシック
ダブルス大会

３月 26日㈰　10時～ 15時
　※受付▶９時 30分
運動公園テニスコート（砂入り
人工芝）
一般男女でセルフジャッチがで
きる方　※男性同士、女性同士
で申し込みできます。
60人（先着順）
●４ゲーム先取●ブロック戦　
※参加人数によって変更になる
場合があります。
3,000 円 / ペア（当日支払）

　※個人参加の方は 1,500 円
３月 20日㈪
●１人でも参加できます。●硬
式球を使用します。●天候不良
で中止になる場合は、受付開始
の１時間前までにスポーツ施設
ホームページ内のフェイスブッ
クに掲載します。●ブロックは、
テニス暦などを申込時に確認し
て振り分けます。
運動公園

　997-7277
997-7233

富士山の日イベント

親子クッキングや、轟二郎さん
による卓球講演会などを行います。
オラッチェの動物たちも遊びに来
ます。
２月 26日㈰　９時～ 16時
県総合健康センター（三島市谷
田）
参加料は無料ですが、材料費が
必要なものがあります。
県総合健康センター

　973-7000

ジュニア・ロースクール
2017 春 in 沼津

刑事裁判の傍聴または、裁判所
の見学、刑事模擬裁判を行います。
３月 24日㈮　９時 30分～ 16
時 30分
東部法律会館４階（沼津市御幸町）
県内に住んでいる中学生

　※保護者の承諾が必要です。
30人（先着順）
３月 13日㈪
弁護士会沼津支部

　931-1848

富士宮市で行われる婚活事業の参加者を募集しています。
い。ココロタネ未来製作所
ホームページのお申し込み
フォームからも申し込めます。
３月 17日㈮
●１人でも参加できます。

　●当日は動きやすく暖かい服
装でお越しください。
ココロタネ未来製作所

　054-334-7732
054-335-6561
mail@kokorotane.com
http://www.kokorotane.
com/

３月 26日㈰　10時～ 19時
ふもとっぱら（富士宮市麓）
独身の方
男女各 20人（先着順）
●講師によるコミュニケー
ションレクチャー●レクリ
エーション●BBQ
3,500 円（食材費）
ココロタネ未来製作所へメー
ルまたはファクスに氏名（フ
リガナ）、性別、年齢、住所、
電話番号、メールアドレス、
会社名、「３月26日参加希望」
を記入し、お申し込みくださ

BBQフェスティバル
� in ふもとっぱら
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お知らせ

第４回 10 年後の静岡を
創るスーパーセミナー

県立大学では、６月まで毎月１
回「10年後の静岡を創るスーパー
セミナー」を開催しています。
３月 11日㈯　14時～ 16時
県立大学小講堂（静岡市駿河区）
200 人（先着順）

テーマ／沸騰する地球。私たちは
生き残れるのか～災害・持続可
能社会
はがきまたは、メールに氏名、
住所、電話番号、参加希望回を
記入しお申し込みください。県
立大学ホームページからも申し
込みできます。
第５回以降のセミナーについて
は、県立大学ホームページをご
覧ください。
県立大学広報・企画室

　054-264-5103
30kinen-seminar@u-shizu�
oka-ken.ac.jp
http://www.u-shizuoka-ken.
ac.jp/event/ss30th/
〒 422-8526
静岡市駿河区谷田 52-1

ママと一緒エクササイズ
無料体験イベント

子どものコミュニケーションを
図り、ママたちの交流を深めなが
ら、ヒメトレ®を使用し産後の
身体を引き締めます。
３月 18日㈯　10時～ 11時
市民体育館多目的ルーム
未就学児とママ

15組（先着順）
子どもと一緒にエクササイズを
行います。
３月 11日㈯
市民体育館　993-0303

3 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

４日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

５日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

11日㈯ 工管設
☎993-1603

12日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

18日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

19日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

20日㈪ 植松水道
☎992-4644

25日㈯ 山崎設備
☎997-6766

26日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

データバンク
２月１日現在

２月15日㈬
～３月23日㈭

市議会３月定例会

５日㈰
生涯学習フェスティバル
ゆうあいプラザ祭

～15日㈬ 確定申告

16 日㈭ 市立幼稚園卒園式

17 日㈮ 市立小・中学校卒業式

24 日㈮ 市立保育園卒園式

３月　カレンダー

人　口　52,779人� （+68人）
　男　　26,812人� （+34人）
　女　　25,967人� （+34人）
世　帯　21,520世帯�（+40世帯）
内、外国人� 735人�413世帯

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

平成 28 年度　市防火標語
火の元は
　　心で用心　目で確認

関野 陽
あき

通
みち

さん

土日見学会、開催 !
＊その他の曜日で見学ご希望の方は、
下記よりお問合せください！

モデルハウス公開中!
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今月の救急協力医

3月前期の救急協力医
診療時間　 平日 17時〜 21時　土曜日 12時〜 18時　日曜日・祝日 ８時〜 18時

日 内 科 外 科 小児科

１㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

２㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

３㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

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

５㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 勝呂医院 962-3083 千本中町

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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

６㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

７㈫ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 五十嵐クリニック 934-6700 志下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

８㈬ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

９㈭ 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

10 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

11 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

12 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 守重医院 931-2511 我入道

　江川

柿田川医院 973-3601 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

新井内科
クリニック 992-0811 久根 西方外科医院 921-1333 共栄町

14
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３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  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢　　

12 ㈰ 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　

秋山歯科医院
986-1390 下土狩　

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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市 立 鈴 木 図 書 館
992-2342
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●アンダーアース・アンダーウォーター　地中・水中図絵
作・絵：アレクサンドラ・ミジェリンスカ　ダニエル・ミジェリンスキ�徳間書店

●へんてこだより　ニルゲンツものがたり
作：斉藤洋　絵：杉浦範茂　小峰書店

●ばあばは、だいじょうぶ
作：楠章子　絵：いしいつとむ　童心社（絵本・ちいさななかまたち）

●だるまちゃんとにおうちゃん
作・絵：加古里子　福音館書店（こどものとも絵本）

●クマですが、イヌです
作：クリスチャン・フォックス　ダイアン・フォックス　光村教育図書

３月の休館日

●３月の行事予定
おはなしの会
 ４日㈯ 14時30分〜 図書館おはなしのへや
 11日㈯ 11時〜 市民文化センター図書室

親子おはなし広場
 ７日㈫ 10時30分〜 図書館２階展示室

ファーストブック（特別会）
 15日㈬ ９時〜12時 図書館２階展示室
 22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 11 日㈯　14 時〜 15 時 20 分
と こ ろ／図書館２階視聴覚室
上映作品／くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ
定　　員／ 60 人（先着順）
そ の 他／ 駐車場に限りがあるため、公共機関または市役

所駐車場をご利用ください。

６日㈪・13日㈪・21日㈫・
23日㈭・27日㈪

氏原 薫
かおる

子
こ

ちゃん
（３歳・公文名四）堀井 陽

はる
真
ま

くん
（３歳・麦塚）

山本 凛
りん

太
た

朗
ろう

くん
（３歳・矢崎）

塩川 杏
あん

珠
じゅ

ちゃん
（２歳９カ月・佐野二）

藤川 隼
はや

人
と

くん
（２歳９カ月・佐野二）

鈴木 麻
ま

友
ゆ

ちゃん
（２歳８カ月・伊豆島田）

新刊おすすめ本

●さまよえる古道具屋の物語
著：柴田よしき　新潮社

●時が見下ろす町
著：長岡弘樹　祥伝社

●本を読むひと
著：アリス・フェルネ
訳：デュランテクスト冽子　新潮社

●七月に流れる花
著：恩田陸　講談社

●屋根をかける人
著：門井慶喜　KADOKAWA

一般書

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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４月以降に開講する教室や講座の受講生を募集します。教室・講座
の申込方法や詳しい内容などは、各施設にお問い合わせください。

鈴木図書館講座� 鈴木図書館　 992-2342

申込期間／随時
講座名 とき 対象 内容
俳句会 第1㈰　13：00～

16 歳以上

四季の生活、風物を俳句に詠む
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～ 古文書を読むとともに歴史を知る
茶道教室Ⅰ 第1㈭　13：00～ 和

わけいせいじゃく
敬清寂の精神を探求する

茶道教室Ⅱ 第1㈮　19：00～ 作法・茶会などを学ぶ
美術教室 第2㈯　10：00～ ３歳以上 水彩画、油彩画などの画法を学ぶ

東西公民館講座� 東西公民館　 992-6677

対象／市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全回出席できる方
申込期間／３月 11 日㈯９時～４月２日㈰ 21 時（休館日を除く）

講座名 とき 対象 定員 内容 受講料（年間） その他実費
ちょこっと楽
がき「絵手紙」

第４㈭ 
13：30～全11回 一般 20人 絵手紙など気軽に楽し

みながら絵を描きます。 2,200円 必要に応じて顔彩、 
絵手紙用筆など

英語遊び 第１㈯ 
13：30～全10回 小学１～３年生 30人 ゲームをしながら英語

に親しみます。 1,000円 －

華道Ⅰ（昼） 第３㈮ 
13：30～全13回

一般 20人 生花、現代華の生け花の
技術を習得します。 2,600円 花代1,000円

／1回
華道Ⅱ（夜） 第３㈮ 

19：30～全13回
トール

ペイント
第２㈫ 

9：30～全11回 一般 20人 木工製品にペイントし、
作品を作ります。 2,200円 初心者2,000円～

3,000円

彫刻
（鎌倉彫）

第２㈯ 
9：30～全11回 一般 24人

初心者向けの彫刻を学
び作品を作ります。6月
頃鎌倉彫記念館の見学

（希望者のみ実費）
2,200円

練習板950円～、
塗代～10,000円、
初心者は彫刻刀

4,200円

糸と布遊び 第２㈬ 
13：30～全10回 一般 24人 手芸で幅広い作品作り

に挑戦します。 2,000円 材料費10,000円

書道A 第２㈭ 
9：30～全11回

一般 24人 かな文字、楷書、草書の
技術を習得します。 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

英会話
初級

５月～11月㈫ 
19：30～全21回

中学生レベルの
英語が分かる方

（初心者）
20人 海外旅行などで使える

英会話を身に付けます。 4,200円 －

英会話
中級

５月～11月㈭ 
19：30～全21回

基礎的な日常英
会話ができる方・
英検2級程度の英

語力がある方
15人

物事を英語で説明した
り、意見を英語で伝えた
りすることを身に付け
ます。

4,200円 －

ビーズ
クラフト

第４㈯ 
9：30～全11回 一般 24人 ビーズを使ってアクセ

サリーなどを作ります。 2,200円 1,000円程度
／1回
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平成 29 年度 教室・講座の受講生募集
81 の教室や講座を開講



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
申込期間／３月 13 日㈪～４月 16 日㈰

講座名 とき 【対象】内容 定員 受講料 
（年間）

その他実費 
（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】自分に無理のない範囲でヨーガを
学びます。 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～１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 -

写真 ５月～ 第１・３㈫ 
19：00～21：00 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１・３㈬ 
19：30～21：15 全18回

【高校生以上・初心者】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 -

KIDSヒップ
ホップダンス

５月～ 第２・４㈭ 
19：30～21：15 全18回

【小学３年生～中学生】リズムに合わせて楽
しくダンスをします。 30人 5,400円 -

裾野の歴史 ５月～ 第２㈬ 
19：00～21：00 全10回

【初級学習者】裾野の一般的な概要から、少
しマニアックな歴史までを学びます。（現地
見学あり）

20人 3,000円
希望者に裾野市史
のアウトレット品
を特別価格で販売

筆ペン ５月～ 第１・３㈮ 
10：00～12：00 全18回

【初心者】筆ペンでひらがなを書くことで、
脳トレになります。 20人 5,400円 約500円 

(教材費)

おとこの料理 ５月～ 第１㈯ 
9：00～12：00 全10回

【初心者】さまざまな料理に応用できる料理
の基本を学びます。 25人 3,000円 約5,000円 

（材料費）

お菓子作り ５月～ 第２㈯ 
9：00～12：00 全10回 【初心者】楽しく菓子を作ります。 24人 3,000円 約8,000円 

（材料費）

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 

（材料費）
裾野の魅力ま

なび隊
５月～12月 第４㈯ 
13：30～15：00 全８回

【一般（学生可）】裾野の魅力を学び、地域を元気
にしましょう。（現地見学あり） 20人 2,400円 -

親子のための
音楽あそび

５月～ 第２または第４㈪ 
10：00～12：00 全12回

【平成26年４月２日～平成28年４月１日生まれ
の子どもと保護者】リトミック・楽器体験などを
通し、音楽に興味を持つきっかけをつくります。

15組 3,300円 約1,000円 
（材料費）

子育て
enjoy！

５月～ 第２㈪ 
10：00～12：00 全11回

【生後2～7カ月の初めての子どもと母】
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を行います。

10組 3,300円 約5,000円 
（材料費）

ホリスティッ
クアロマセラ

ピー
５月～ 第４㈬ 
13：30～ 全10回

【初心者】天然の香りは心と体に優しく働き
かけ認知症にも効果があります。癒しのひ
と時を体験しましょう。

15人 3,000円 約5,000円 
（材料費）

笑って笑って
脳リフレッシュ

５月～ 第４㈫ 
10：00～ 全10回

【初心者】笑いヨガやタッピングタッチ、認知症予防脳
活性化ゲームなどを複合的に組み入れた講座です。 20人 3,000円 -

野菜づくり
講座

５月～ 第２㈯ 
10：00～ 全10回

【初心者(グループ参加可）】春～夏と秋～冬
それぞれ旬の野菜を作ります。1～2坪の畑
を貸し出します。

30組 3,000円
3,000円～
5,000円 

(土地借用代・
材料費)
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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

対象／市内に住んでいる方
教室名 とき 対象 定員 内容 費用（年間） 申込期間

北
児
童
館

２歳児
「キッズ教

室」

５月～平成30年２月
（8月除く）　㈮ 
10：00～11:00 

原則月２回

平成26年４月２日～
平成27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）

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

1,500円 ４月1日㈯～４日㈫
9：00～16：30

２・３歳児
「ステップ

教室」

５月～平成30年２月
（8月除く）　㈭ 
10：00～11:00 

原則月１回

平成25年４月２日～
平成27年４月１日に
生まれた子どもとそ
の保護者

20組 
（先着順）

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

1,000円

３歳児のみ

▲

４月８日㈯、
９日㈰9：00～16：30 

２・３歳児

▲

４月15日㈯～
18日㈫9：00～16：30

南
児
童
館

２・３歳児
教室

４月～平成30年３月 
㈬　10：00～11：00 

原則月2回

平成25年４月２日～
平成27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）

集団遊び、リトミッ
ク、読み聞かせ、制
作など

1,500円 ４月1日㈯～４日㈫
9：00～16：30

リズム運
動と楽し
い音楽

５月～平成30年３月 
㈭　10：00～11:00 

月1回

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）

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

500円 ４月８日㈯～15日㈯
9：00～16：30

スポーツ少年団� 市スポーツ協会　 993-8484

申込期間／随時
団体名 とき ところ 対象

裾野柔道 毎週㈭・㈯　19：00～ 市民体育館他 幼保年長以上

裾野剣道 毎週㈰　9：00～ 
毎週㈬　19：00～

市民体育館 
富中体育館 幼保年長以上

裾野東サッカー 毎週㈮　17：00～ 
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JSC（サッカー） 毎週㈯・㈰　9：00～ 富一小グラウンド 幼保年長以上

裾野スラッガーズ（野球） 毎週㈯・㈰･㈷　9：00～ 向田小グラウンド 小学１年生以上

裾野ラグビー 毎週㈯　9：00～ 運動公園やすらぎの広場 
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
深良中グラウンド他 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～ 東小体育館他 小学２年生以上 

（応相談）

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

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～ 向田小体育館他 小学１年生以上
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市民スポーツ教室� 生涯学習課　 992-3800

対象／市内に住んでいるか通勤・通学している方
教室名 とき ところ 対象 定員 内容 申込開始 費用

スポーツ教室
西会場

４月７日～　㈮
19：00～21：00　月１～３回 西小体育館 中学生以上 20人 レクリエーショ

ンスポーツ

４月２日㈰ 
9：00～ 

（先着順）

中学生 
以下 

800円
 

高校生 
以上 

1,850円
 

65歳以上
1,200円

※別途 
手数料 
10円

東地区
エンジョイ 

スポーツ教室
４月22日～　㈯

13：30～15：30　月１～２回
東小体育館 
グラウンド

中学生以上
（小学生は保

護者同伴）
30人 ニュースポーツ

各種

深良地区
エンジョイ 

スポーツ教室

５月13日～　㈯
13：30～15：30　月１回 

５月24日～　㈬
19：00～21：00　月１回

深良小
体育館 小学生以上 各

20人
ストレッチ 
リズム体操

富岡地区ペタ
ボード・グラウ
ンドゴルフ教室

４月８日～　㈯
13：00～15：00　月２回

富一小
体育館 

グラウンド
小学生以上 20人

ペタボード 
グラウンドゴル

フ
テニス教室 
須山会場

５月13日～　㈯
9：00～11：00　月１～３回

須山
テニス場 中学生以上 20人 硬式テニス

ファミリーバト
ミントン教室 

須山会場
４月７日～　㈮

19：00～21：00　月２～５回
須山中
体育館

小学生以上 
(低学年は保
護者同伴)

30人 ファミリーバド
ミントン

市スポーツ施設教室� 市民体育館　 993-0303運動公園　 997-7277

教室名 とき 対象 定員 申込期間 参加料

市
民
体
育
館

生き生き健康体操 ４月～７月　㈪ 
11：10～12：10　全10回 40歳以上の男女 30人

３月31日
㈮まで

4,000円

卓球教室 ４月～７月　㈪ 
9：30～11：00　全10回

18歳以上（高校生を除く）

30人 7,200円

すこやか体操 ４月～７月　㈫ 
13：30～15：00　全12回 60人 4,800円

ヘルスアップ　 ４月～７月　㈫ 
19：00～20：30　全12回 60人 4,800円

エンジョイリズム ４月～７月　㈭ 
9：30～11：00　全12回 100人 4,800円

硬式テニス教室 ４月～７月　㈬ 
10：00～11：30　全10回 15人 9,000円

ジュニア卓球 ４月～７月　㈫ 
17：30～18：45　全12回 小学4～6年生 30人 7,200円

児童体育クラス ４月～平成30年３月　㈪ 
16：40～17：40 小学1～5年生 15人 4,320円

/月
ジュニアダンス ４月～７月　㈭ 

17：30～18：45　全12回 小学生 15人 7,800円

幼児体育クラス ４月～平成30年３月　㈪ 
15：30～16：30 年中・年長 15人 4,320円

/月
新体操 ４月～平成30年３月　㈭ 

15：30～16：30 年中・年長の女の子 20人 4,320円
/月

キッズダンス ４月～７月　㈭ 
16：15～17：15　全12回 4歳以上の未就学児 15人 7,800円

ママと一緒エクササイズ ４月～７月　㈪ 
13：00～14：00　全10回 未就学児と保護者 15組 5,000円

親子健康体操 ４月～７月　㈬ 
13：30～14：30　全12回 1歳半～3歳の子と保護者 20組 6,000円

運
動
公
園

硬式テニス① ４月～７月　㈬ 
13：00～14：30　全10回 18歳以上（高校生を除く）

24人

３月28日
㈫まで

9,000円

硬式テニス② ４月～７月　㈭ 
10：00～11：30　全10回 24人 9,000円

ジュニアベースボール※1 ４月～７月　㈬ 
16：30～18：00　全10回 小学3～6年生 30人 6,300円

ジュニアサッカー※1 ４月～７月　㈬ 
16：30～17：45　全12回 小学１～３年生 20人 8,400円

キッズサッカー※1 ４月～７月　㈬ 
15：20～16：20　全12回 年中・年長 20人 8,400円

※１　会場は総合グラウンド
5
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初動体制・増援体制の強化効果 1

災害現場では、初期段階でいかに多くの人員・車両
を迅速に投入できるかが重要です。この初動で出動で
きる緊急車両の数が、広域化前には裾野市で４台、長
泉町で３台だったものが、それぞれ６台に増加し、現
場活動要因も 6 人～９人増員しました。また、他の
災害対応などで、管轄の緊急車両が不在のときでも、
他署から駆けつけることができるようになりました。

予防業務の強化効果２

不特定多数の人に利用される建造物や危険物取り扱
い施設の検査・指導をする予防業務の体制強化を図り
ました。前年度 653 件だった防火対象物への立入検
査実施数は、678 件（予定）へ増加しました。この
ほか、普通救命講習や応急手当普及員講習など住民を
対象とした講習会の
充実や、消防団の合
同訓練の実施など、
安全・安心に向けた
取り組みを進めてい
ます。

現場到着時間の短縮効果３

消防広域化前の平成 27 年は、管轄区域を越えた救
急応援出動の年間件数が 30 件に対し、平成 28 年の
広域化後は 299 件に増加しました【表１】。頻繁に市
町の境を越えて救急車が出動しています。

広域化により、119 番通報後ただちに直近の署所
からの出動ができるようになったことから、市町境の
地域を中心に、現場到着時間が短縮しています【表２】。

平成 28 年の救急出動 8,160 件のうち管轄区域（市
町境）を越えた件数【表１】
三島からの出動 115件（長泉106件、裾野９件）
裾野からの出動 94件（三島68件、長泉26件）
長泉からの出動 90件（裾野51件、三島39件）

合計 299 件
（長泉132件、三島107件、裾野60件）

現場到着平均時間の短縮（消防車・救急車）【表２】

地域
広域化前

（平成27年
４月～９月）

広域化後
（平成28年
４月～９月）

短縮時間

三島市佐野 11分48秒 8分06秒 3分42秒

裾野市水窪 7分12秒 6分12秒 1分00秒

長泉町下土狩
（南東） 6分48秒 6分27秒 21秒

※現場到着平均所要時間は、119 番通報を受け付け
てから現場に到着するまでに要した平均的な時間を表
しています。

高機能な車両・資機材の導入効果４

「はしご車」や「化学車」、山間部での火災や高速道
路での車両火災など、水利が不足する現場で活躍する

「大型水槽車」など普段出動回数が少ない特殊車両を
共有しています。

特殊車両をはじめとする車両・資機材は、高価で維
持管理にも多額の費用を要するため、単独の消防本部
で運用するには、財政に大きな負担が掛かります。そ
こで、広域化によるスケールメリット（規模の経済性
＝大規模化による利益）を生かし、計画的に整備を進
めています。今年度は、消防ポンプ車１台と救急車１
台、資機材搬送車１台を更新しました。

２市１町（裾野市・三島市・長泉町）の消防の広
域化の効果が表れています。ここでは、地域住民の
安全・安心に向けた取り組みを紹介します。

※この記事は、２市１町の合同特集です。
富士山南東消防本部総務課

972-5801

幼稚園児の声援の中、大会に
向けた訓練
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Ｑ　実際にメリットとして感じたことは？
星屋　新東名は従来長泉町の管轄で、車両火災は

長期になることが多く、非番者を招集する
などして、次の出動に備えていました。広
域化によりバックアップ体制ができたこと
で、それがなくなりました。また、水利が
不足しがちな車両火災では、大型水槽車の
確保ができるようになりました。

鈴木　先日、新東名での車両火災に出動しました。
また、NEXCO 中日本と、高速道路での
事故を想定した合同訓練も実施しました。
これらの経験やノウハウは、伊豆縦貫道で
の活動に生かせます。

大竹　東名は裾野市の管轄でした。出動の際、裾
野市は下道から、三島市と長泉町は本線か
らなので、それぞれ状況を確認しながら現
場へ向かえるのは大きなメリットです。裾
野市は山を抱えています。山林火災は長期
に及ぶことが想定されるので、心強いです。

Ｑ　現場以外（訓練など）での気づきや、感じた
ことは？

鈴木　先日、取り壊し中の県営住宅で連携強化に
向けた訓練を行いました。広域化でさまざ
まな技術や知識を持った職員が増え、訓練

後の検証会での、意
見交換の幅が広がり
ました。

Ｑ　住民対象の講習会などでの変化は？
星屋　応急手当普及員講習は、長泉町では行って

いませんでした。広域化により、本部（三
島消防庁舎）開催の講習会に参加し資格を
取得した事業所の人が、これからは職場で
普及活動をしてくれます。

Ｑ　管内の住民に伝えたいことなどがあれば
大竹　現場到着平均所要時間の【表２】では、何

分何秒短縮とありますが、普通の人には、
「たった１分、たった１秒」と感じられる
と思います。救急救命の初期では、この

「たった１分」がとても重要なのです。火
災では、「たった１分」で火が燃え広がっ
てしまうことや、救える命があります。こ
の「短縮された “ たった１分 ”」の意味を
皆さんに伝えていきたいです。

星屋亮 ▼

（長泉消防署）

▼

大竹勇気
　（裾野消防署）

▼鈴木雅人
　（三島消防署）

消防職員に聞いた実感
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火災統計

●出火原因別件数

たばこ
3件

その他
9件

ストーブ
2件出火件数

17件
こんろ
1件
こんろ
1件

電気機器
1件
電気機器
1件灯火

1件
灯火
1件

●火災発生状況（前年比）
■出火件数　17 件（＋３）

建物火災 ７件（＋１）

林野火災 ０件（±０）

車両火災 ７件（＋３）

その他火災 ３件（－１）

■焼損棟数　7 棟　（－１）
全焼 ２件（－１）

半焼 １件（＋１）

部分焼 １件（－３）

ぼや ３件（＋２）

■死傷者数　4 人　（－１）
死者 ０人（－２）

負傷者 ４人（＋１）

救急統計

●救急車出動件数（前年比）
■出動件数　2,074 件（＋ 130）

署所別
裾野消防署 1,031件（＋77）
茶畑分遣所 756件（＋45）
須山分遣所 287件（＋8）

事故種別

急病 1,181件（＋156）
交通 167件（＋4）
一般 293件（＋7）
転院 329件（－27）

その他 104件（－10）

●救急車搬送人員（前年比）
■搬送人員　1,930 人（＋ 144）

程度別

軽症 811人（＋27）
中等症 873人（＋89）
重症 207人（＋23）
死亡 39人（＋5）

年齢区分別

新生児 3人（＋1）
乳幼児 110人（－12）
少年 84人（＋4）
成人 739人（＋49）

高齢者 994人（＋102）
搬送医療
機関別

市内 654人（＋60）
市外 1,276人（＋84）

■現場・病院到着までの平均所要時間
現場到着まで 7 分 52 秒
病院到着まで 41 分 46 秒

救助統計

●救助出動件数、救出人員の推移

平成 28 年中に裾野消防署（茶畑、須山分遣所を含む）が出動し
た火災統計、救急統計、救助統計を公表します。火災件数は前年よ
り 3 件増加の 17 件です。消防広域化に伴い従来の管轄区域を越え
た出動実績となります。

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

0

10

20

30

40

平成 25年
■出動件数（件） ■救出人員（人）

平成 26年

20
26

34

16 16 17

28

16

平成 27年 平成 28年
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平成 28 年の火災・救急・救助統計
火災・救急・救助出動件数は前年に比べ、ともに増加



市みらい会議�新総合計画
キックオフシンポジウム

　予約は不要です。直接会場へお
越しください。

３月 18 日㈯　14 時～ 16 時
　※開場▶ 13 時 30 分

生涯学習センター２階学習室１、
３階学習ホール
190 人
髙村市長からの市政報告や甲賀
雅章さん（大道芸ワールドカッ
プ in 静岡・プロデューサー）
の基調講演を通じて、昨年 12
月に策定した新総合計画に基づ
いたこれからの市政運営の方向
性を市民の皆さんと共有します。
企画政策課　995-1804

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 29 日㈬
美化センター
美化センター　992-3210

アルコール依存相談

　アルコール依存に関する相談に、
専門の相談員が応じます。秘密は
厳守します。

３月 13 日㈪・27 日㈪
13 時～ 16 時（１回 45 分）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前の週の金曜日

県精神保健福祉センター
054-286-9245

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

　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 25 日㈯・26 日㈰
　８時 30 分～ 12 時
●他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、転居などの事務・戸籍事務
●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全ての事務　※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
療被保険証などは後日郵送します。

子ども保育課
（学校教育課）

995-1822

●市立幼稚園児の転入、転出に係る事務
●保育園の入園、退園、転園に係る事務
●小・中学生の転入、転出に係る事務（学校教育課）

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

過年度未払い金に
対するおわび

平成 26・27 年度の２カ
年にわたり、道路維持修繕
工事代金 854 万 7,120 円
が支払われていないことが
判明しました。２月１日㈬
の臨時議会で、過年度支出
としての予算措置を行い、
３社へ支払いを済ませまし
た。関係する事業者および
市民の皆様に多大なるご迷
惑をおかけしましたことを
深くおわび申し上げます。

今後は、信頼回復に向け、
コンプライアンスの推進に
全庁を挙げて取り組んでま
いります。

裾野市長　髙村謙二

お知らせ
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県認知症コールセンター

認知症の人と家族の会県支部の
会員が、認知症に関する相談を受
け付けています。相談は無料です。

月・木・土曜日　10 時～ 15 時
　※祝日と年末年始を除く

通話料
県認知症コールセンター

　0545-64-9042

証明書等コンビニ交付対応
店舗にミニストップを追加

　ミニストップでマイナンバー
カードを利用した証明書の取得が
できるようになりました。

全国のミニストップ店舗（マル
チコピー機設置店に限る）
マイナンバーカード所有者
発行手数料 1 通 300 円
コンビニ交付を利用する方は、
事前にマイナンバーカードを取
得してください。
市民課　995-1812

市民無料相談

３月 21 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

駿豆地区障がい者
自立支援協議会全大会

　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な
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めざし、地
域の課題について検討しています。
この協議会は今年度で解散します。
設立から今日までの活動を振り返
るための全体会議を行います。

３月 23 日㈭　13 時～ 17 時
伊豆の国市長岡総合会館アクシ
スかつらぎ２階多目的ホール

（伊豆の国市古奈）
障がい福祉課　995-1820

　相談支援事業所ゆううん
941-6015

みんなで子育てするまち
シンポジウム

子育てについて地域の全世代が
理解を深め、子育てにやさしいま
ち「みんなで子育てするまち」の
機運を醸成します。予約は不要で
す。直接会場へお越しください。

３月 12 日㈰　14 時～ 16 時
※開場▶ 13 時 40 分。遊びの

コーナーは 13 時～
市民文化センター多目的ホール
イクボス提唱者の安藤哲也さん
や黒部美子さん、棒田明子さん、
奥山千鶴子さんによる子育てに
やさしいまち「みんなで子育て
するまち」をつくり上げるため
に１人１人ができることを考え
るシンポジウムを開催します。
会場外では、遊びのコーナーや
リユース子ども服プレゼントな
どの家族が楽しめるプログラム
もあります。
企画政策課　995-1804

東部わかちあい�すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

３月 18 日㈯
13 時 30 分～ 15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター
054-286-9245

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 23 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館研修室
昭和 22 年３月２日～４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

TGRラリーチャレンジ
in�富士山すその

トヨタ自動車㈱がシリーズ主催
する初心者向け自動車ラリー競技
会の第一戦です。メイン会場の運
動公園では、自動車好きを含め、
家族で楽しめるイベントなどがあ
ります。

４月２日㈰　９時～ 16 時
運動公園ほか

イベント／ラリー車・自動車関連
グッズ展示、地元物産販売、ス
テージプログラムなど
チーム．テイクス（鎌野）
993-9815

※広報すその２月15日号10ページ「市民無料相談」の記載に誤りがありました。おわびして訂正します。
　人権相談の記載がありましたが、３月21日㈫は実施しません。行政相談は、午前のみです。

インフォメーション

Information
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駿東地域職業訓練センター
３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、イラ
ストレーター基礎、夜間パソコ
ン入門（ビギナーズコース）、

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、夜間パワーポイン
ト基礎●カルチャーコース▶フ
ラワーアレンジメント、手作り
木綿ぞうり教室、暮らしに役立
つアロマ教室、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

良い子の楽しいスポーツ教室

　さまざまな運動を通して、体を
動かす楽しさを体験します。

20 人（先着順）
月 500 円、スポーツ保険料
800 円（入会時のみ）
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。

【幼保年長クラス】
４月７日～平成 30 年３月 23 日
毎週金曜日　16 時～ 17 時
市民体育館アリーナ

【小学１・２年クラス】
４月５日～平成 30 年３月 14 日
毎週水曜日　17 時～ 18 時
南小学校体育館

【小学３・４年クラス】
４月４日～平成 30 年３月 20 日
毎週火曜日　17 時～ 18 時
西小学校体育館
ラグビーフットボール協会
One for All（所）　997-3902
090-4793-4860

　体幹を鍛え、筋肉を効率よく働かせるための「認知動作型トレーニングマシン」を使った教室を開催します。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

月曜日 19:00 ～ 20:30 ４月 11 日 N3101

認知動作型トレーニング
マシン未経験者の方

火曜日 10:30 ～ 12:00 ４月 11 日 N3102

木曜日
13:30 ～ 15:00

４月 13 日
N3103

19:00 ～ 20:30 N3104
金曜日 10:30 ～ 12:00 ４月 14 日 N3105

フォロー教室
火曜日  9:00 ～ 10:30 ４月 11 日 N3106

はじめて教室修了者の方
金曜日  9:00 ～ 10:30 ４月 14 日 N3107

ジュニア教室 月曜日 17:30 ～ 19:00 ４月 11 日 N3108 中学生・高校生の認知動作型
トレーニングマシン未経験者の方

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

市内に住んでいるか通勤・通学している中学生以
上の方で、医師による運動制限のない方
各 12 人　※応募者多数の場合は抽選になります。
各教室 10 回 5,000 円
往復はがきの往信面に住所・氏名・生年月日・年齢・
性別・連絡先・希望教室番号を、返信はがき表面
に住所・氏名を記入し、裏面は未記入のまま市民
体育館へ送付してください。参加の可否は返信は
がきでお知らせします。　※市内に通勤・通学し

ている方は、会社名・学校名も記入してください。
３月 25 日㈯（必着）
●はじめて教室㈪とジュニア教室㈪の初回は、４
月 11 日㈫に行います。

　●教室受講者は教室終了後、健康増進ルームの個
人利用ができます。
市民体育館教室係　993-0303
〒 410-1113 稲荷 24

お知らせ

平成28年度　全国統一防火標語
　消しましょう
　　　　その火その時
　　　　　　　その場所で
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東西公民館講座
あすなろ囲碁教室（前期）

４～９月の㈯（全 15 回）

４月 １日、８日、15 日、
22 日、29 日

５月 13 日、20 日　
７月 22 日、29 日

８月 ５日、12 日、19 日、
26 日

９月 ２日、９日

いずれも 10 時～ 11 時 30 分
東西公民館（鈴木図書館３階）
５歳以上の方
25 人（先着順）
子どもから大人までみんなで囲
碁を楽しみます。初心者の方も
気軽にご参加ください。
高校生以下▶ 1,500 円

　大人▶ 3,000 円
東西公民館にある申し込み用紙
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４日㈯９時～ 19 日㈰ 20 時
東西公民館　992-6677

医療講演会

申し込みは不要です。直接会場へ
お越しください。

３月 11 日㈯　13 時～ 16 時
　※受付 12 時 45 分～ 

森の腰ショッピングセンター
（御殿場市川島田）
肝炎に関する講演と全国 B 型
肝炎集団訴訟静岡弁護団による
相談会を行います。
弁護士法人こだま法律事務所

　941-9750

消費者相談室 Counseling Room

Q ネットオークションで落札した中古車に、納
車後まもなくエンジンの不具合が発生した。

入札時はそのような情報はなかった。補償してほしい。

Ａ ネットオークションは、基本的にサイトに記
載された条件や説明など、限られた情報だけ

で入札を判断することになります。中古車に限らず
「現物・現状渡し」を前提にすることが多く、不具
合が起きたときのアフターケアは期待できないこと
がほとんどです。現物を確認できない場合、リスク
を覚悟し、慎重に検討しましょう。トラブルが起き
たときに備え、サイトの説明、価格、出品者のやり
とりは記録として残してください。入札前に気にな
る点を質問し、出品者から回答を得ておくのもよい
でしょう。
車のトラブルの相談先
自動車公正取引協議会　 03-5511-2115
日本中古自動車販売協会連合会　 03-5333-5881

だまされないで！�振り込め詐欺
　振り込め詐欺の被害が減りません。被害防止キャ
ンペーンがいろいろな所で行われていますが、悪質
業者は手を変え、品を変え、高齢者を狙っています。
　＂私は詐欺の手口などを知っているから、だまさ
れない＂と思っている人でも、子どもや孫を装った
電話で被害に遭う事件が多くあり、被害金額も高額
です。詐欺の手口は多様ですが、次のような電話が
一つでもあったら、詐欺を疑いましょう。
①息子や孫をかたり、携帯電話の番号が変わった
②会社のお金を落とした、トラブルを起こしたなど
③お金を今すぐ振り込んで、代理人が家まで受け取

りに行くなど
　ここでお金を振り込んだり、渡したりしたら、お
金は戻りません。官庁名を名乗る還付金詐欺なども
あります。十分注意しましょう。

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

インフォメーション

Information
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Health

健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検

査投薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。 裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

３月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
6・13・27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

13日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

2日㈭
18:00〜18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

27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

6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

8日㈬・24日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

9日㈭
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

７日㈫
９:00〜９:15

平成28年９月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

14日㈫
13:00〜13:30

平成27年９月
生まれの方

２歳児
親子教室

21日㈫
９:00〜９:15

平成26年２・３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

9日㈭
13:00〜13:15

平成26年９月
生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭
13:00〜13:30

平成26年３月
生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

内科 内科 内科 整形
5 6 7 8 9 10 11

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

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

内科 外科 内科 内科 整形 内科 整形
26 27 28 29 30 31

内科 外科 内科 内科 内科 整形

日（曜日） 時　間
 １日㈬　 17:00 〜 19:45
 ７日㈫※  9:00 〜 11:30
14日㈫　 13:00 〜 15:30
22日㈬※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。
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今月の救急協力医

診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

3 月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈭ 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

17 ㈮ 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

18 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈰

武藤医院 931-0088 三園町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

やぐち内科・ 
循環器科クリニック 973-3811 伏見 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田

20 ㈪

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

さはこ内科 
クリニック 999-3850 中土狩 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

21 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈬ 森医院 966-2017 石川 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

23 ㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 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

24 ㈮ 今井医院 921-3211 五月町 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

25 ㈯ 望星第一 
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

山本整形外科・ 
循環器科 989-8111 南一色 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

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

14
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

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

19 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

永井眼科
980-1777 萩　　　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑　　

20 ㈪ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

岩端医院
962-1368 大手町　

MI 総合歯科クリニック
988-1185 下土狩　

26 ㈰ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

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

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉　　

日 内 科 外 科 小 児 科

27 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

28 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 守重医院 931-2511 我入道
　江川

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

29 ㈬ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

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

31 ㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

15
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NAVI
３月の休館日
６日㈪・13日㈪・21日㈫・27日㈪

須山御
お

師
し

と正装

御師とは、特定の神社に属し、信者や檀
だん
家
か
のため

に祈
き
祷
とう
を行い、参詣の際に宿泊・案内などの世話を

する下級の神主です。江戸時代須山には 12人の御
師がいました。御師が祈祷や儀式を行うときは、狩

かり

衣
ぎぬ
・烏

え
帽
ぼ
子
し
を着用し、浅

あさ
沓
ぐつ
を履き、笏

しゃく
を持った正装

で臨みました。これらの着用には許可が必要でした。
装束について簡単に紹介します。
狩衣▶元は狩りの際に用いられた服装ですが、後に
公家の常用の略服となりました。
烏帽子▶平安時代から近代にかけて和装での礼服着
用の際に成人男子がかぶった帽子です。
浅沓▶桐の木を彫って黒漆を塗ったものです。今日
の神主も履いています。
笏▶束帯を着用する際に用いた細長い板のことです。
中国が発祥で、６世紀に日本に伝わりました。

勝又颯太さんは、11 月に行われた県選抜大会学
年別形の部で優勝。３月末に埼玉県で行われる第
11 回全国中学生空手道選抜大会に出場します。

幼稚園年長の夏ごろ空手を始めたという勝又さん。
小学６年生の時に挑んだ県大会では２位。全国大会

で３位の成績を収めました。しかし、その後の県の
東部大会などで負けが続いてしまいました。「この
ままでは良くないと思い、練習を頑張りました。県
選抜大会で優勝できたときはとても嬉しかったで
す」と話します。

東中学校には、空手部がないので剣道部に入って
いる勝又さん。「勉強・部活・空手の３つをそれぞ
れ頑張るのは、大変ではないですか」と質問すると、

「テストが近い時期は勉強に、空手の大会が近いと
きは空手の練習に力を入れるように調整しているの
で大変ではないです」と元気に話してくれました。

尊敬する選手は、世界チャンピオンの喜
き

友
ゆ

名
な

諒選
手。喜友名選手は、全日本選手権男子形で５連覇を
達成するなどしている選手です。「連覇はとても難
しいです。県大会で連覇できるように頑張りたいで
す」と話す勝又さん。

次の全国大会での目標をたずねると「優勝したい
です」と笑顔で語ってくれました。優勝に向けてが
んばれ！　勝又さん。

県選抜大会学年別形の部で優勝
勝又　颯太さん（滝頭・12 歳）

御師の正装

（富士山資料館所蔵）

許可状

（渡邉家文書）

高嶋ちさ子のトーク＆コンサート
ちさ子の部屋 スペシャルゲスト 岸谷香 

音楽とおしゃべりの両方を楽しめる、一度で二度
おいしい欲張りなエンターテインメント企画「ちさ
子の部屋」が大好評につき今年も開催！！
爆笑＆感動トークあり、ゲストの思い出の曲やリ
クエスト曲をピアノクインテットの演奏でお送りし
ます。
と　き／６月 18 日㈰　15 時～
　　　　※開場▶14時30分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 5,500 円、
　　　　高校生以下▶
　　　　4,000 円
　　　　ペア券（２枚１組）▶
　　　　10,000 円
　　　　※未就学児の入場はできません。
発売日／３月 18 日㈯　一般▶９時～、
　　　　電話・ウェブサイト▶ 13 時～
　　　　※各プレイガイドでも発売します。
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市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせするため、総務省
が示した統一的な基準に基づく財務書類４表（純資産変動計算書、行政
コスト計算書、貸借対照表、資金収支計算書）を公表します。これは、
一般会計や特別会計、市が一定割合以上を出資している関係法人などを
対象とした連結財務書類です。

財政課
995-1801

※市民 1人当たり／平成 28年 3月 31日時点の市の人口から算出（52,824 人）
※端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

裾野市土地開発公社
静岡県芦湖水利組合
裾野、長泉清掃施設組合
富士山南東消防組合
裾野市振興公社
駿豆学園管理組合
静岡県後期高齢者医療連合
静岡県地方税滞納整理機構
静岡県市町総合事務組合

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険特別会計
十里木高原簡易水道特別会計
下水道事業特別会計
水道事業会計

一般会計
土地取得特別会計
墓地事業特別会計

連結グループ

市全体

普通会計

純資産変動計算書（NW）

項　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

平成26年度末純資産残高 645億円�（633億円）756億円�（739億円）������143万円�（139万3千円）

純行政コスト △164億円
（△155億円）

△282億円
（△265億円）

△53万3千円
（△49万9千円）

財源 171億円
（168億円）

294億円
（281億円）

55万7千円
（52万9千円）

・税収など 130億円
（133億円）

212億円
（206億円）

40万1千円
（38万8千円）

・国県などの補助金 ��41億円� （35億円）��83億円� （75億円）��15万6千円�（14万1千円）

平成27年度差額 ����7億円� （12億円）��12億円� （16億円）����2万3千円� （3万円）

平成27年度純資産変動額 ����7億円� （12億円）��12億円� （16億円）����2万3千円� （3万円）

期末純資産残高 652億円�（645億円）768億円�（756億円）１45万4千円�（１42万3千円）

平成27年度純資産増減額
普通会計

645億円�⇒652億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

7億円の増加
連結会計

756億円�⇒768億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

１2億円の増加

（ ）

（ ）

純資産変動計算書の中で使われている主な用語
純資産変動計算書の用語 解　　説
期首純資産残高 前年度末の純資産の額。対して期末純資産残高は当年度末の純資産の額。期首残高から期末

残高を差し引いた額が当該年度の増減額になる。
純行政コスト 経常行政コストの総額から、受益者負担金などの経常収益を差し引いた額。行政コスト計算

書によって算定される。

Net Worth statement

　市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、平成 27 年度中にどのように増減したのかを明らかにします。

（　）内は平成 26 年度決算数値

平成 27 年度 財務書類を公表します
新地方公会計制度に基づく統一的な基準で作成

特集１
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企業会計では損益計算書といわれているものです。
利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的と
しない市の行政サービスの提供にどれだけの費用 ( コ

スト ) がかかったか、その内容の分析を行うことを目
的としています。

行政コスト計算書（PL）

行政コスト計算書の中で使われている主な用語
行政コスト計算書の用語 解　　説
経常費用 毎会計年度、経常的に発生する費用
業務費用 職員給与などの人件費や委託料、旅費などの費用
移転費用 補助金や社会保障給付などにかかる費用
経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益
使用料 市の施設を利用した際に徴収する金額の調定額
手数料 戸籍や住民票、税務証明の発行などで徴収する金額の調定額
経常行政コスト 経常行政コストの総額から、経常収益（使用料・手数料、寄付金など）を差し引いた額
社会保障給付 児童手当の給付、高齢者や障がい者への援護措置、生活保護などの福祉的な経費

経常費用（A)
項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1．業務費用 104億円　（98億円） 128億円　（120億円） 24万2千円　（22万6千円）
・人件費 35億円　（31億円） 38億円　�（34億円） 7万2千円　�（6万5千円）
・物件費 66億円　（63億円） 82億円　�（78億円） 15万6千円　（14万7千円）
・その他 3億円　�（3億円） 8億円　　（8億円） 1万4千円　�（1万5千円）

２．移転費用 75億円　（64億円） 184億円　（166億円） 34万8千円　（31万2千円）
・補助金など 18億円　（20億円） 141億円　（134億円） 26万7千円　（25万2千円）
・社会保障給付 36億円　（28億円） 36億円　�（28億円） 6万8千円　�（5万2千円）
・他会計への繰出金 14億円　（13億円） − −
・その他 7億円　�（4億円） 7億円　　（4億円） 1万4千円　　　（8千円）

経常行政コスト合計 １79億円 （１62億円） 3１2億円　（286億円） 59万円　（53万8千円）

経常収益（B）

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

1．使用料・手数料 10億円（2億円） 20億円（13億円） 3万7千円（2万5千円）
２．その他 5億円（5億円） 10億円 （8億円） 2万円（1万5千円）

経常収益合計 １5億円（7億円） 30億円（2１億円） 5万7千円（3万9千円）

純経常行政コスト (Ａ−Ｂ）

普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

１64億円
（１55億円）

282億円
（265億円）

53万3千円
（49万9千円）

Profit and Loss statement

（　）内は平成 26 年度決算数値
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貸借対照表（BS）

市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているか
のバランスを明らかにしています。市の資産と、その

資産をどのような財源（負債や純資産）で賄ってきた
かが分かります。

借方
（資金を何に使ったのか）

資産の部
（これまで積み上げてきた資産）

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

固定資産 813億円
（798億円）

1,011億円
（993億円）

191万4千円
（187万1千円）

1．有形固定資産 769億円
（754億円）

960億円
（944億円）

181万7千円
（177万8千円）

２．無形固定資産 1億円
（1億円）

1億円
（1億円）

2千円
（1千円）

３．投資その他の資産 43億円
（43億円）

50億円
（49億円）

9万5千円
（9万2千円）

流動資産 72億円
（74億円）

103億円
（108億円）

19万5千円
（20万3千円）

1．現金預金 12億円
（10億円）

37億円
（35億円）

7万円
（6万7千円）

２．未収金 1億円
（1億円）

2億円
（2億円）

5千円
（5千円）

３．基金 57億円
（61億円）

57億円
（62億円）

10万8千円
（11万6千円）

４．棚卸資産 2億円
（2億円）

6億円
（8億円）

1万2千円
（1万6千円）

資産合計 885億円
（872億円）

１,１１4億円
（１,１0１億円）

2１0万9千円
（207万4千円）

貸方
（資金をどこから調達してきたのか）

負債の部
（これからの世代が負担する金額）

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

固定負債 215億円
（210億円）

319億円
（319億円）

60万3千円
（60万1千円）

1．地方債 186億円
（181億円）

259億円
（258億円）

49万1千円
（48万6千円）

２．退職手当引当金 28億円
（28億円）

28億円
（28億円）

5万3千円
（5万3千円）

３．その他 1億円
（1億円）

31億円
（33億円）

5万9千円
（6万2千円）

流動負債 18億円
（17億円）

27億円
（27億円）

5万2千円
（5万円）

1．一年以内償還
　　予定地方債

16億円
（15億円）

24億円
（19億円）

4万6千円
（3万7千円）

２．賞与などの
　　引当金

2億円
（2億円）

2億円
（2億円）

4千円
（4千円）

３．その他 − 1億円
（5億円）

1千円
（9千円）

負債合計 233億円
（227億円）

346億円
（346億円）

65万5千円
（65万１千円）

純資産の部
（これまでの世代が負担した金額)

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

純資産合計 652億円
（645億円）

768億円
（756億円）

145万4千円
（142万3千円）

負債と純資産合計 885億円
（872億円）

１,１１4億円
（１,１0１億円）

2１0万9千円
（207万4千円）

貸借対照表の中で使われている主な用語
貸借対照表の用語 解　　説

固定資産 市が所有する資産のうち、長期間にわたって行政サービスの提供に用いられる資産
有形固定資産 公共資産のうち、土地や建物などの不動産で、保有が長期に及ぶもの
無形固定資産 公共資産のうち、ソフトウェアや電話加入権など
投資その他の資産 市が保有する有価証券、公営企業・関係団体への出資金や基金など
流動資産 原則として1年以内に現金化される資産
固定負債 返済期限が1年を超える債務
地方債 地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が1会計年度を越えて行われるもの
退職手当引当金 全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要な退職手当の見込額
流動負債 返済期限が1年以内の債務

Balance Sheet

（　）内は平成 26 年度決算数値
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資金収支計算書（CF）

　キャッシュフローといわれるもので、「キャッシュ 
＝お金」の「フロー＝流れ」を表わしています。市の
収支をその性質に応じて、業務活動収支、投資活動収

現行の予算・決算は、現金収支を議会
の民主的統制下におくことで、予算の適
正・確実な執行を図るという観点から「現
金主義会計」を採用しています。しかし、
現金支出を伴わないコスト（減価償却な
ど）やストック情報（資産・負債）は把
握することができません。

統一的な基準に基づく財務書類は、こ
れらの情報を把握するため「発生主義会
計」を取り入れたもので、「現金主義会計」
を補完するために整備するものです。

支、財務活動収支に区分して表示し、市のどのような
活動に資金が必要なのかを知ることができます。

区　分 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1．業務活動収支 17億円
（21億円）

27億円
（30億円）

5万1千円
（5万8千円）

・業務支出 158億円
（144億円）

281億円
（260億円）

53万1千円
（49万円）

・業務収入 168億円
（161億円）

301億円
（287億円）

57万1千円
（54万円）

・臨時収入 6億円
（4億円）

6億円
（4億円）

1万2千円
（8千円）

２．投資活動収支 △21億円
（△20億円）

△29億円
（△25億円）

△5万4千円
（△4万7千円）

・投資活動支出 52億円
（45億円）

60億円
（51億円）

11万4千円
（9万7千円）

・投資活動収入 31億円
（25億円）

31億円
（26億円）

5万9千円
（4万9千円）

３．財務活動収支 6億円
（−）

3億円
（△2億円）

5千円
（△4千円）

・財務活動支出 15億円
（17億円）

26億円
（25億円）

4万9千円
（4万7千円）

・財務活動収入 21億円
（17億円）

28億円
（23億円）

5万4千円
（4万3千円）

平成27年度資金収支額 2億円
（1億円）

1億円
（3億円）

2千円
（6千円）

平成26年度末資金残高 9億円
（8億円）

35億円
（32億円）

6万6千円
（6万円）

平成27年度末資金残高 11億円
（9億円）

36億円
（35億円）

6万9千円
（6万6千円）

資金収支計算書の中で使われている主な用語
資金収支計算書の用語 解　　説

業務活動収支 経常的な行政活動の収支で、投資・財務的収支には含まれないもの
支出（人件費、物件費、補助金、社会保障給付など）
収入（税収、使用料手数料など）

投資活動収支 公共資産の整備にかかる収支
支出（公共施設などの整備費、基金積立金など）
収入（基金取崩収入、貸付金元金回収収入など）

財務活動収支 地方債の元利償還、発行額の収支など

Cash Flow statement

特集 1
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全ページスマートフォン表示に対応

全てのページがスマート
フォンやタブレットの表示に
対応します。トップページは、
スマートフォンでもタップし
やすい大きさのバナーやボタ
ンを配置しています。

外国人の方も利用しやすく

全てのページを外国語に変換して表示できるように
なります。英語、中国語（簡体字・繁体字）、スペイ
ン語、韓国語、ポルトガル語に変換できます。

目的別に探しやすく

情報の分類が細かくなります。アイコンが一新され、
情報を直感的に探しやすくなります。新しいシステム
を導入し、便利になります。
●手続きナビ

引っ越しのときや子どもが生まれるときなどさまざ
まなシーンで必要な手続きを検索できます。「どんな
人が」「何が必要か」などのチェック項目を選択すると、
必要な手続きが一覧で表示されます。
●バス乗換案内

すそのーるや富士急シティバスなどの路線で、出発
地・到着地のバス停を指定し、発着時間や所要時間を
調べることができます。経路をまたいで検索でき、乗
り継ぎ時間などが分かります。

特設サイトオープン

市マスコットキャラクター “ すそのん ” の専用サイ
ト『すそのんの秘密基地』、市内のロケ情報を発信す
る『富士裾野フィルム・コミッション』、昭和 30 年
前後の裾野のくらしを知ることができる『ふりかる裾
野』など特設サイトがオープンします。

自慢の写真を投稿「富士山ライブカメラ」

富士山の写真を市役所から１時間ごと撮影し、掲載
しています。投稿フォト
ギャラリーに市内から撮
影した自慢の富士山の写
真を投稿してください。
スマートフォンで撮影し
たものでも構いません。

その他

・市公式ウェブサイトのリニューアル後、トップペー
ジの URL（アドレス）は変わりませんが、その他
のページの URL が変わります。

・新しいウェブサイトの「サイト内検索」（Google
検索）やブラウザで検索すると、しばらくの間は、
古いウェブサイトのページが表示されることがあり
ます。

・このウェブサイトは、日本工業規格「JIS X 8341-
3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針 - 情報通信
における機器、ソフトウェアとサービス - 第 3 部 :
ウェブコンテンツ」を考慮し、作成しています。

市公式ウェブサイトがリニューアルします。スマートフォンからも
見やすい表示に変わります。外国語にも対応しました。 戦略広報課

995-1802

３月 27 日㈪　13 時公開！
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

特集２
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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。免除申請時点の２
年1カ月前の月分まで申請できます。

保険料の納付期限は翌月末

平成 29 年度の国民年金保険料は月々 16,490 円
納め方
納付書／日本年金機構が送る納付書を使って、金融機

関、郵便局、コンビニの各窓口で納めてください。
口座振替／口座振替を希望する方は、納付書または年

金手帳、通帳、金融機関届出印をお持ちの上、国保
年金課または年金事務所へお申し込みください。

クレジットカード／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上、国保年金課または
年金事務所へお申し込みください。

※手元に納付書がない場合は、年金事務所へご連絡く
ださい。

保険料の納付が困難なとき

保険料を納めるのが、経済的に困難な場合は免除や
納付猶予を利用しましょう。それらを受けるには一定
の条件があります。
免除申請

申請することで、保険料の納付が全額または、一部
免除となる制度です。60 歳未満の方で、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方が対象です。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は、
失業・災害などの前月から失業・災害などのあった年
の翌々年６月までの期間、特例免除申請ができます。
納付猶予申請

申請することで、保険料の納付が猶予される制度で
す。50 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方が対象です。
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上、国保年金課または
年金事務所へ申請してください。

学生の方で保険料の納付が困難なとき

学生の方で、保険料の納付が困難なときは学生納付
特例を利用しましょう。
学生納付特例

申請し承認を受けると、学校を卒業するまで、納付
しなければならない保険料の納付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
お持ちの上、国保年金課または年金事務所へ申請して
ください。
２回目以降の方

平成 29 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。

沼津年金事務所
921-2201

国保年金課
995-1813

免除・納付猶予・学特例期間の
保険料を後から納める方法

各制度で承認された免除・納付猶予期間の保険料は、
後から納めることができます（追納）。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。
追納期間／ 10 年以内
申請方法／年金事務所または国保年金課へ申請してく

ださい。

 免除・納付猶予・学生特例申請時の注意

●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。

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

特集３
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犬の飼い主は、狂犬病予防法で年1回の狂犬病予防注射を受けさ
せることが義務付けられています。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。

生活環境課
995-1816

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・

嘔
おう

吐
と

など）
②１カ月以内に他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１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。飼い主の変
更や飼い犬が死亡したときは、必ず届け出てください。

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場 ※例年とコース、時間が変更になっています。
　ご注意ください

４月 20 日㈭
青葉台中公園

�9：00～�9：20
深良新田公民館
�9：00～�9：15

峰下公民館
�9：25～�9：40

岩波公民館
�9：25～�9：45

麦塚公民館
� 9：50～ 10：10

上須公民館
� 9：55～ 10：15

本茶公民館
10：20～ 10：35

切遠コミセン
10：25～ 10：40

富士見台遊園地
10：45～ 11：05

南堀集会所
10：50～ 11：05

中丸中・下公民館
11：15～ 11：35

町震コミセン
11：15～ 11：35

滝頭公民館
13：10～ 13：30

深良コミセン
13：10～ 13：35

公文名東最寄集会所
13：40～ 13：55

御宿新田コミセン
13：45～ 14：05

久根公民館
14：05～ 14：30

葛山中村集会所
14：20～ 14：40

市民体育館
14：40～ 15：30

千福公民館
14：50～ 15：10

—— 石脇公民館
15：20～ 15：40

４月 23 日㈰
十里木集会所

9：15～ 9：35
伊豆島田遊園地
9：00～ 9：15

須山コミセン
9：50～ 10：30

二ツ屋集会所
9：25～ 9：40

田向集会所
10：40～ 10：55

富沢公民館
9：50～ 10：10

下和田集会所
11：10～ 11：45

桃園定輪寺前
10：20～ 10：40

今里本村集会所
13：10～ 13：25

千福が丘中央公園
10：50～ 11：30

金沢公民館
13：35～ 13：55

上ヶ田公民館
13：10～ 13：30

田場沢公民館
14：05～ 14：20

富岡コミセン
13：40～ 14：00

中里公民館
14：30～ 14：45

御宿上谷集会所
14：25～ 14：45

市役所前駐車場
15：05～ 16：00

●登録後にお渡しした鑑札と、平成 28 年度の注射済
票を飼い犬に装着して来場してください。

特集４

狂犬病予防注射を 4/20 ㈭、4/23 ㈰に実施
あなたの愛犬を狂犬病から守ります
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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を
ご覧になるか、上下水道課へお問い合わせください。

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料に応じる

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。

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・平松の一部で、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。

上下水道課
995-1836

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。

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 29 年度工事予定区域

9
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下水道供用開始区域が拡大
３/31 ㈮から富沢・桃園・佐野・平松の一部で

特集５



今月の写真

今月の一枚 This month's best shot

Photograph ２月

英語で自分の思いを� ２月４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山本和

わ か な
奈さん。市内の中学

校 17 人の中から選ばれました。山本さんは、身振り手振りを交え
ながら、日本文化と日本食について話しました。

撮影／石川忠雄さん・深良用水

佐野原神社で節分祭豆まきが行われました。地域の方々や東地区
の保育園・幼稚園・小学校の児童らが集まりました。特設の舞台か
ら「鬼は～外～！」という掛け声とともに豆がまかれると、一斉に
手を伸ばし、押し合いへし合い福豆をつかみ取りました。

福豆をキャッチ� ２月３日

山中の林間を流れる深良用水の清流です。隧
ずい

道
どう

の穴口から
400 ｍほど下流で撮影しました。厳冬にもかかわらず豊かな水量
をたたえています。落葉樹やこけむした岩々の間を、いのちの水が
流れていきます。世界かんがい施設遺産の美しい景観のひとつです。

林間を流れる深良用水
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Photograph 2017.2

ペコちゃんとおともだち協定� ２月19日

すそのんお誕生会のイベントのひとつとして、市内に富士裾野工
場がある不二家のペコちゃんとすそのんが、おともだち協定を結び
ました。今後、一緒にイベントに出演したり地域の情報を発信した
りしながら、子どもたちに笑顔を届ける活動に取り組みます。

SNSを使って集客力アップを� ２月９日

毎週金曜日に市役所で中小企業相談（S
スソ
uso-b

ビ ズ
iz) を行っている金

子綾さんが講師を務め、SNS 活用セミナーを開催しました。講義
やグループワークを通じて、SNS を活用した集客力のアップにつ
いて学びました。

須山出身の渡邉社長が毎日経済人賞� ２月24日

須山出身で第一生命ホールディングス株式会社の渡邉光一郎社長
が第 37 回毎日経済人賞を受賞しました。同賞は、国民生活の発展
に貢献した経済人に贈られる名誉ある賞です。「経営は駅伝のよう
なもの」と語る渡邉社長。4 月から同社の会長に就任する予定です。

小・中学生108人を表彰� ２月14日

鈴木図書館書き初め展、児童生徒美術展・アイデア展合同表彰式
が生涯学習センターで行われました。合計 108 人の小・中学生の
優秀作品を表彰しました。各校の代表者が市長や議長、教育長から
表彰状を受け取りました。

「宗祇さん」創刊� ２月13日

宗祇法師の会の代表 4 人が市役所を訪れ、髙村市長に会報誌「宗
祇さん」の創刊号を手渡しました。同誌には宗祇法師を偲

しの
ぶ会や史

跡探訪、小・中学生の連句会などの活動が掲載され、オンリーワン
である宗祇 終

しゅう
焉
えん

の地の魅力が分かりやすく紹介されています。

油を再利用してエコ生活� ２月18日

廃油石けんとキャンドルづくりが南児童館で開催され、小学生８
人が参加しました。ペットボトルに使用済み天ぷら油と水、オルソ
ケイ酸ナトリウムを入れて思いきりシェイク。石けんを作りました。
天ぷら油とクレヨンなどでろうそくも作りました。
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森林の健康保持に間伐を

当市の面積の約 63％が森林です。そのうち 69％は
人工林で、伐採期に達している森林が増えています。

森林を放置すると、木が密集し風通しや日当たりが
悪くなります。下草が生えなくなるため、わずかな降
雨などで土砂が流出しやすくなり、災害などの危険が
高まります。また、樹木の成長や根の発達が阻害され
るため、木が更に細く弱々しくなり、雪や風による倒
木被害を受けやすくなるなど、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。

間伐とは、森林内で木々の生育が良好になるよ
うに、混み合っている木を伐採することです。

～間伐の利点～
●木の成長が促進され、品質が良く価値の高い

木材になります。
●森林に日光が入り、風通しが良くなるため、

風水害・病虫害などに対する抵抗力が強くな
ります。

●下草が茂るため地下水の保有能力が高まり、
土砂流出などの災害防止につながります。

●虫や野鳥などの生息に適した環境を作ります。

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
が掛かり、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。

森林の風水害・病虫害などの被害を防ぎ、健全さ
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、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
れた森林を所有している方は利用できます。

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、８人の作業員が安全第一をモットー
に間伐を行っています。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、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、事後届け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区町村

個人・法人を問わず、売買や相続などで市森林整備
計画に位置付けられている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

農林振興課
995-1823
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特集６

健康な森林は間伐から！
森林組合が山林づくりをお手伝い



Information
お知らせ

学校開放調整会議

　５月から６月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。

地区 とき ところ
須山 4月4日㈫ 須山コミセン
東 4月5日㈬

生涯学習
センター

深良 4月7日㈮
西 4月12日㈬

富岡 4月13日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

こども医療費助成制度

小学１年生から中学３年生まで
の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

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

さくらマルシェ
　美しい桜並木と富士山を眺め
ながら、親子で楽しむイベント
です。クラフトやワークショッ
プ、フードブースなどのマル
シェを初めて開催します。当日
は、桜の標準木が発表されます。

４月８日㈯　10 時～ 15 時
市民文化センター
エスマルシェ実行委員会

　（江森）090-4255-6870

サクラサクマツリ
　裾野市と長泉町の交流イベン
トです。市町の境をまたいで開
催します。ステージイベントや
キッズアミューズメント、フー
ドコートなどが行われます。

４月９日㈰　10 時～ 15 時
南部公園（伊豆島田）、桜堤
北公園（長泉町）など
サクラサクマツリ実行委員会

　（永田平）090-7182-5441

桜のイベント紹介桜のイベント紹介
富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり
　菜の花の黄色いじゅうたんと、
富士山に向かって伸びる美しい
桜並木がある富士の麓で、軽食
などの販売やステージイベント
などが行われます。

４月８日㈯、９日㈰　９時～
15 時
パノラマ遊花の里（梅の里・
ヘルシーパーク裾野入り口）
観光協会　992-5005

富岡地区桜まつり

　焼きそばやまんじゅう、豚汁
などの各種模擬店や富中ブラス
バンドの演奏などのステージイ
ベント、ビンゴ大会、餅まきな
どが行われます。

４月２日㈯　10 時～ 14 時
富岡第一小学校グラウンド

駐車場／富岡第一小学校中庭・
職員駐車場、富岡コミセン他
富岡支所　997-0062
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インフォメーション

Information

御殿場南高校吹奏楽部
第 38回定期演奏会

３月 19 日㈰　14 時～
　開場▶ 13 時 30 分～

小山町総合文化会館金太郎ホー
ル（小山町阿多野）
マゼランの未知なる大陸への挑
戦、ジブリメドレー他 
御殿場南高校　0550-82-1272

市民水泳振興事業の
利用方法が変わります

　市では、市に住民登録がある方
が近隣の温水プールを利用する場
合、利用料の半額を助成していま
す。これまで、温水プール利用券
を市民体育館窓口で販売していま
したが、４月１日㈯から利用方法
が次のとおり変わります。

市に住民登録がある方
利用方法／①市民体育館の窓口で

利用券の無料交付を受ける。　
※有効期限は 90 日
②利用の際、施設の窓口に記名
した利用券を提出し、自己負担
金を支払う。
利用者本人の市に住民登録があ
ることを証明できるもの（免許
証、保険証など）

対象施設／清水町温水プール、三
島市民温水プール、裾野スイミ
ングスクール
市民体育館　993-0303

葛山城址保存会の
歴史講演会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

３ 月 26 日 ㈰　13 時 30 分 ～
15 時
葛山地区集会場

演題／伊勢葛山氏について
講師／小向達成さん

葛山城址保存会事務局（仙年寺）
　997-1035

東部わかちあい�すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

４月 12 日㈬
　13 時 30 分～ 15 時 30 分

ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出
町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

平成 28 年度　市防火標語
火の元は
　　心で用心　目で確認

固定資産税課税台帳の閲覧
４月３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
一世帯の親族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３日㈪～５月１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相続が分る除
籍の謄本など⑤賃貸契約書ま
たは対価の領収書

固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧
４月３日㈪～５月１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一世帯の
親族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相続が分る除
籍の謄本など

課税課　995-1809
　４月３日㈪から平成 29 年度の
課税の内容を確認できます。

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

関野 陽
あき

通
みち

さん
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お知らせ

すみれ相談

　大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

とき ところ

４月５日㈬
県精神保健福祉
センター（静岡
市駿河区有明町）

４月19日㈬
東部健康福祉セ
ンター（沼津市

高島本町）

時間はいずれも 13 時～ 16 時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

妊娠健康診査
費用助成

　妊婦健康診査実施要領が変更さ
れたため、４月１日㈯からの妊婦
健康診査で、GBS 検査の費用助
成を行います。

４月１日㈯以降に妊娠 34 週～
37 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 GBS 検査受診票を通知しま
す。通知が届かない方はご連絡
ください。
健康推進課　992-5711

富士山資料館
春の野草観察ハイキング

　申し込みは不要です。会場に直
接お越しください。

４月 23 日㈰　９時 30 分～ 14
時
富士山資料館周辺 
富士山資料館周辺でみられる有
毒・食用・薬用植物を観察

講師／大嶋章さん、大嶋よし子さ
ん（県環境学習指導員）
300 円（受講料）
第２駐車場をご利用ください。
昼食をご用意ください。
富士山資料館　998-1325

広報すその２月 15日号
すそのんのキャラ弁を作ろう！の記事に関するおわびと訂正

　JA なんすん賞 “ みんなで応援 すそのん弁当 ” の記載に誤りがありました。おわびして訂正します。
正しくは次のとおりです。

作り方
①ご飯（青色用）にデコレーション用ふりかけを混ぜ、

青色のご飯を作る。
②ラップにご飯（白色用）を 50g ずつ分け、具の椎茸と昆布のつ

くだ煮を入れ、やや丸く握る。
③②のおにぎりのラップを広げ、そのおにぎりの上に、①の青色ご

飯を 10g ずつ載せ、頭の上がやや尖るように握る。
④全体が握れたら、全体にほんの少し塩をつける。
注意点：おにぎりを丸く握ったままだと弁当箱の中で安定しないの

で、おにぎりの底は平になるように握る。
⑤カニカマを赤色の部分と白色の部分に分けて剥がす。赤色の部分

を太めのストローを使いくり抜き、すそのんの頬を作る。
⑥とろけるチーズを型を使ってくり抜き、すそのんの頭の上の雪部

分を作る。
⑦顔の各パーツは、パンチがあればパンチで切り

抜く。パンチがない場合は、はさみでカットする。
⑧各パーツの裏に薄くマヨネーズを塗って、おに

ぎりに貼り付けて出来上がり。

作者
松原五

い ほ え

百枝さん（沼津市）
材料（３人分）
ご飯（青色用） ………… 30g × 3
ご飯（白色用） ………… 150g × 3
デ コ レ ー シ ョ ン 用 ふ り か け（ 青
色） …………………………… １袋
塩 …… 適量　カニカマ …… １本
とろけるチーズ …………… 1/2 枚
のり … 適量　マヨネーズ … 少々
椎茸と昆布のつくだ煮 ……… 適量
その他
作品では、３種野菜の肉巻き、切り
干し大根の含め煮、厚焼き卵、紫薩
摩芋のマッシュ（飾りはぶぶあら
れ）、ハムのお花、赤ウインナーな
どを入れました。

戦略広報課　995-1802
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インフォメーション

Information

認知症を語る会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

４月７日㈮ 13 時 30 分～ 15 時
市民文化センター会議室 31
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

観光協会の移転

　４月１日㈯から観光協会の事務
所が中央公園管理棟に移転します。
建物を改修し、観光案内所として
の機能も兼ね備え、当市の魅力を
より強く発信していきます。イベ
ントなども開催していきますので、
お立ち寄りください。

４月１日㈯　８時 30 分～
移転先／中央公園管理棟
開所式

４月１日㈯　11 時～
観光協会　992-5005

ひとり親家庭
入学児童祝金

　母子・父子家庭などの児童が、
小・中学校に進学するときに祝い
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してくだ
さい。
４月 10 日㈪
子育て支援課

　995-1841
　社会福祉協議会
　992-5750

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。

４月 27 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
４月 13 日㈭

国保年金課　995-1813

　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 21 日㈰　９時 30 分～
市民体育館
市内に住んでいるか、通勤・
通学している方
１チーム 500 円
市民体育館にある申込書に必
要事項を記入し、参加費を添
えて提出してください。
４月７日㈮～５月７日㈰

●監督者会議（抽選会、大会
注意事項の説明）を５月 12
日㈮ 19 時から市民体育館多
目的ルームで行います。●上
位チームは 11 月 19 日㈰に
市民体育館で行う、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

市スポーツ祭レクスポ３種目大会の
参加チーム募集

市スポーツ祭レクスポ３種目大会の
参加チーム募集
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お知らせ

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できる方
４人程度

雇用期間／４月 22 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　※予約
状況によって異なる場合があり
ます。
受付事務、維持管理
生涯学習課にある雇用申込書に
必要事項を記入し、提出してく
ださい。 
３月 24 日㈮　※土・日曜日、
祝日を除く
採用面接／３月 29 日㈬
生涯学習課　992-3800

第５回 10年後の静岡を
創るスーパーセミナー

４月８日㈯　14 時～ 16 時
静岡商工会議所静岡事務所（静
岡市葵区黒金町）

200 人（先着順）
テーマ／静岡発、ジェンダー平等

社会～女性の活躍と社会的包摂
の地域づくり
はがきまたは、メールに氏名、
住所、電話番号、参加希望回を
記入しお申し込みください。県
立大学ホームページからも申し
込みできます。
第６回以降のセミナーについて

は、県立大学ホームページをご
覧ください。
県立大学広報・企画室

　054-264-5103
〒 422-8526

　静岡市駿河区谷田 52-1
30kinen-seminar@u-shizuoka-
ken.ac.jp
http://www.u-shizuoka-ken.

ac.jp/event/ss30th/

４月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

２日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

８日㈯ ㈲小澤土建
☎992-1401

９日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

15日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

16日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

22日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

23日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

29日㈯ ㈲細野設備
☎992-2465

30日㈰ 植松水道
☎992-4644

データバンク
3 月１日現在

２日㈰ 富岡地区桜まつり
４日㈫ 市立保育園入園式
６日㈭ 市立小・中学校入学式
８日㈯ さくらマルシェ

８日㈯～
９日㈰

富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり

10日㈪ 市立幼稚園入園式
23日㈰ 深良用水まつり

４月　カレンダー

人　口　52,761人� （−18人）
　男　　26,779人� （−33人）
　女　　25,982人� （＋15人）
世　帯　21,535世帯�（−18世帯）
内、外国人� 753人�430世帯

４月　税金・料金
納付期限：5 月１日㈪

固定資産税・都市計画税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第１期分

土日見学会、開催 !
＊その他の曜日で見学ご希望の方は、
下記よりお問合せください！

モデルハウス公開中!
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今月の救急協力医

４月前期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日曜日・祝日 ８時 ～ 18 時

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 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

２㈰

べっく・メディカ
ル・クリニック 92１-１300 西沢田 西方外科医院 92１-１333 共栄町

小林内科医院 92１-2１65 米山町 西村医院 97１-65１0 下土狩

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

３㈪ 岩渕内科医院 95１-4579 添地町 田中クリニック 992-１88１ 伊豆島田 白十字小児科医院 933-5１１１ 下香貫
　馬場

４㈫ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

５㈬ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

６㈭ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-１2１2 本宿 星野医院 962-0782 山王台

７㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま

小児科医院 98１-8577 堂庭

８㈯ 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

９㈰

なおきクリニック 929-8555 東椎路 関外科胃腸科医院 92１-2１85 花園町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 田中医院 92１-2053 高島町

込宮クリニック 992-8686 茶畑 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

10 ㈪ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

11 ㈫ 大沢医院 93１-１0１9 御幸町 青木整形外科医院 922-052１ 高島町 坂小児科医院 93１-3233 下香貫
　前原
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４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  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

小島レディースクリニック
952-１１33 大岡　　

うさぎ歯科医院
997-59１8 葛山　　

９㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-332１ 伝法　　

はとり眼科
987-6789 中土狩　

沼津市立病院
924-5１00 東椎路　

小川歯科医院
993-3200 佐野　　

日 内 科 外 科 小 児 科

12 ㈬ 旭医院 966-003１ 原 酒井医院 966-１755 今沢 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

13 ㈭ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-１2１2 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0１48 徳倉 西方外科医院 92１-１333 共栄町 りゅうじん医院 988-3１33 下土狩

15 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 94１-8269 柿田 池田病院 986-１2１2 本宿 西村医院 97１-65１0 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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市 立 鈴 木 図 書 館
992-2342
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●ビニール傘
著：岸政彦　新潮社

●テロリストの処方
著：久坂部羊　集英社

●本を守ろうとする猫の話
著：夏川草介　小学館

●そういう生き物
著：春見朔子　集英社

●ビリー・リンの永遠の一日
著：ベン・ファウンテン　訳：上岡伸雄　新潮社

●えらいこっちゃのようちえん
文：かさいまり　絵：ゆーちみえこ　アリス館

●ぼくはスーパーヒーロー 
アスペルガー症候群の男の子のはなし

作：メラニー・ウォルシュ　訳：品川裕香　岩崎書店

●かぞくになって！
文：ヒラリー・ロビンソン　絵：マンディ・スタンレイ
絵本塾出版（みんなのきょうしつ）

●たまごにいちゃんとたまごねえちゃん
作・絵：あきやまただし　鈴木出版（ひまわりえほんシリーズ）

●とらさんおねがいおきないで
作・絵：ブリッタ・テッケントラップ　訳：木坂涼
ひさかたチャイルド

一般書

児童書
４月の休館日

●４月の行事予定
おはなしフェスティバル
 ８日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 15日㈯ 14時30分～ 本館おはなしのへや

親子おはなし広場
 11日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

ファーストブック
 19日㈬  9時～12時 本館２階展示室
 26日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 12日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 20日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 28日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

３日㈪・10日㈪・17日㈪
24日㈪・27日㈭

３月の休館日が23日㈭から31日㈮に変更になりました。

加藤 愛
め い

唯ちゃん
（２歳８カ月・原）

佐々木 陽
は る と

斗くん
（２歳８カ月・公文名一）

矢田 桃
も も か

花ちゃん
（２歳 11カ月・滝頭）

髙村 風
ふ う ご

悟くん
（２歳８カ月・公文名四）

小見山 莉
り

恋
こ

ちゃん
（２歳 10カ月・南堀）
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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１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 1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％）

届け出が必要な場合

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、届け出は不要です。
●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、贈与などによって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なものになるよう、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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平成 29 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



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 平方メートル分までの固定資産
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 平方メートル

　※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 平方メートル

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 25 年１月２日～平成 26 年１月１日に減額の
対象となる一般住宅を新築した方

②平成 23年 1月 2日～平成 24年 1月 1日に減額の
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 23 年１月２日～平成 24 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

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 平方メートル以下の住宅用地をいいま

す。200 平方メートルを超える場合は、住宅
１戸あたり、200 平方メートルまでの部分を
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 平方メートルだとす
ると、200 平方メートルは小規模住宅用地となり、
残りの 100 平方メートル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。

④平成 21年１月 2日～平成 22年 1月 1日に減額の
対象となる 3階建て以上の中高層耐火住宅の認定
長期優良住宅を新築した方

※１　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

償却資産は毎年 1 月 31 日までに申告

会社や個人で工場・商店などを経営している方や、
駐車場・アパートなどを所有し、貸し付けている方が、
その事業のために用いている構築物・機械・車両・備
品などの固定資産が償却資産です。償却資産には、固
定資産税が課税されます。毎年１月１日現在の償却資
産の所有状況を１月 31日までに申告してください。
資産の種類 内容

構築物
駐車場のアスファルト舗装、フェンス・
門などの外構、植込、物置、自転車置
き場、屋外看板

機械・装置 太陽光発電設備、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
から除く

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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予防接種の目的は、自分が病気にかからないこと、かかっても軽
症ですむこと、まわりの人にうつさないことです。予防接種は、自
然に感染するよりも安全に免疫を作ることができます。健康推進課
から郵送される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
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
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

Ｂ型肝炎ワクチン（３回） １カ月になる月の月末 １歳の誕生日の前日まで

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
〔ジフテリア・百日せき・

破傷風・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 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

水痘〔水ぼうそう〕（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 歳の誕生日の前日

日本脳炎１期
初回 ２歳 11 カ月になる月の月末 生後６カ月～７歳６カ月になる前日

追加 ３歳 11 カ月になる月の月末 初回終了後６カ月～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 歳の誕生日の前日

ＭＲ１期〔麻疹・風疹混合〕 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〔麻疹・風疹混合〕 平成 23 年４月２日～平成 24
年４月１日生まれに発送 ４月１日㈯～平成 30 年３月 31 日㈯

単独不活化ポリオ
初回 通知なし　※希望者には健康推

進課で接種券を交付
生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

子宮頸
けい

がんワクチン 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
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予防接種で病気を予防しましょう



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月下旬～４月上旬
接種可能期間／４月１日㈯～平成 30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 27 年４月２日～昭和 28 年４月
１日生まれの方）

● 70 歳の方（昭和 22 年４月２日～昭和 23 年４月
１日生まれの方）

● 75 歳の方（昭和 17 年４月２日～昭和 18 年４月
１日生まれの方）

● 80 歳の方（昭和 12 年４月２日～昭和 13 年４月
１日生まれの方）

● 85歳の方（昭和７年４月２日～昭和８年４月１日
生まれの方）

● 90歳の方（昭和２年４月２日～昭和３年４月１日
生まれの方）

● 95 歳の方（大正 11 年４月２日～大正 12 年４月
１日生まれの方）

● 100 歳の方（大正６年４月２日～大正７年４月１
日生まれの方）

風疹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。
助成額／風疹ワクチン

▲
上限 4,000 円

　MR（麻疹・風疹混合）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、風疹抗体検
査を受けた結果が、抗体価が低く（抗体価がHI 法
で 16 倍以下、EIA 法で 8.0 未満、CLELA 法で
14.0 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
申請方法／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。

予防接種を受ける前・受けた後の注意

●接種券に記載してある有効期間を確認し、有効期間
内に接種を受けるようにしましょう。

●接種当日、体調は普段と変わりありませんか？　風
邪気味のときなどは医師に詳しく状態を伝え、接種
を受けてよいか確認しましょう。

●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。

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できるかどうか健康推

進課へお問い合わせください。

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。

予防接種後健康被害救済制度
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とき／ 4月 23日㈰　9時～ 15時
ところ／深良小学校グラウンド他
※雨天の場合は仮装行列を中止し、会場を深良小学校
と深良コミュニティセンターに変更します。

◎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 岩波駅転回広場出発
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（岩波駅転回広場～深良小G）
●早乙女によるお田植え初め（深良小西側水田）
●第 4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 3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

【仮装行列コース】

～通水記念仮装行列の参加者募集～

1670 年の 4 月 25 日の通水を記念し、4 月
23 日㈰に深良小学校グラウンドで第 4 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

仮装行列の参加者
を募集しています。
参加を希望する方は、
4 月 19 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、締
め切ることがありま
す。
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4/23 ㈰ 第４回深良用水まつり開催
通水から 347 年、先人の偉業に感謝し伝統を継承



子どもと高齢者の交通事故防止

子どもの交通事故防止
歩行中の子どもに多い交通事故は、道路横断中の事

故です。信号機や横断歩道がない場所での横断中の事
故や、交差点を右左折する車に巻き込まれる事故が多
くなっています。信号機や歩道の有無にかかわらず、
道路を横断するときは、安全確認を確実に行いましょ
う。歩行者の信号が青でも交差点には右左折する車が
進入してきます。目の前の信号だけを見るのではなく、
前後左右の安全を確認してから横断してください。
自転車に乗るときは、出合頭の事故に注意しましょ

う。大きな道路が交わる交差点だけではなく、住宅街
の細い路地や、店舗、駐車場などから道路に出るとき
の事故も発生しています。自転車も乗れば車の仲間に
なります。車と同じように交差点では止まって確実な
安全確認をしましょう。

【目的】
市民一人一人が、自らの交通安全に関する意

識を高め、交通ルールの遵守と交通マナーの実
践を習慣付けることで、交通事故防止の徹底を
図る

【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
　～事故にあわない、おこさない～

【運動の重点】
１.	 歩行中・自転車乗用中の交通事故防止	

（自転車については、特に自転車安全利用
五則の周知徹底）

２.	 後部座席を含めた全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用の徹底

３.	 飲酒運転の根絶
４.	 安全確認「止まる・見る・待つ」の徹底

件数 死者 傷者
69（＋ 25） 0（0） 83（＋ 30）
市内では昨年同期と比べ、交通事故が 56％増

の 69 件（2月 28 日現在）発生しています。そ
の多くは脇見運転などが原因の追突事故で、全体
の 40％以上を占めています。また、追突事故の
半数が、国道 246 号の信号交差点付近で発生し
ています。特に裾野 IC周辺と千福南交差点周辺
で多発しています。追突事故を防ぐには、しっかり
と車間距離をとり、運転に集中することです。「脇
見運転」や「だろう運転」は、絶対にやめましょう。
市内の交通事故の特徴
１．追突事故
　▶全体の事故の約半数をしめています。
　▶追突事故の多くは国道 246 号で発生してい

ます。
　▶主な事故原因は脇見運転です。
２．出合頭事故
　▶交差点や交差点付近で多く発生しています。
　▶主な事故原因は安

全不確認です。

春の全国交通安全運動

１/ １㈰から２/28 ㈫までの市内の
交通事故発生状況

４月 6 日㈭から 15 日㈯までの 10 日間、春の全国交通安全運動
が行われます。この期間は新入園・入学の時期です。新入園児や新
入学児童・生徒の行動に注意し、交通事故から守りましょう。

危機管理課
995-1817

高齢者の交通事故防止
高齢歩行者の道路横断中の事故が多くなっています。

道路を横断するときは、安全確認を徹底してください。
高齢者は、交通事故の被害者だけではなく加害者に

なるケースも増えています。加齢による体力や判断力
の低下など、個人差はありますが高齢者特有の事情も
影響しています。車を運転するときは、走り慣れた道
路でも安全な速度と目視による確認を行いましょう。
また、一時停止が必要な場所では確実に止まりましょ
う。安全確認を行い、自分の運転技術を過信せず、事
故を起こすかもしれないという意識を持って運転しま
しょう。
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春の全国交通安全運動が 4/6 ㈭から始まります
交通ルールの遵守と交通マナーの実践を！



【部長級】
環境市民部長兼危機管理監 ▼鈴木正次（産業部長）建
設部部技監 ▼加畑勝之（県から派遣）産業部長 ▼倉澤
秀樹（環境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下水道
課長）建設部長 ▼酒井保（総務部次長兼人事課長）

【部参事級】
環境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下水道課長 ▼

杉山和利（産業部参事兼農林振興課長）部参事 議会
事務局長 ▼永田幸也（次長	議会事務局長）

【次長級】	 	 	
健康福祉部次長兼障がい福祉課長 ▼勝又晃一（産業部
次長兼商工観光課長兼消費生活センター長）環境市民
部次長兼市民課富岡支所長 ▼中村章秀（環境市民部参
事兼市民課富岡支所長）

【参事級】	 	 	
参事 総務部兼検査監 ▼細井茂美（建設部建設課長）
環境市民部参事兼市民課深良支所長 ▼土屋敏彦（環境
市民部市民課深良支所長）建設部参事兼建設課長 ▼伊
藤裕康（環境市民部生活環境課長兼美化センター所長）

【課長級】	 	 	
企画部戦略広報課長 ▼眞田俊彦（健康福祉部障がい福
祉課長）総務部人事課長 ▼杉山和哉（健康福祉部健康
推進課長兼福祉保健会館長）総務部人事課専門監 ▼杉
山善則（環境市民部市民課長）環境市民部生活環境課
長兼美化センター所長 ▼鈴木敬盛（企画部戦略広報課
長）健康福祉部健康推進課長兼福祉保健会館長 ▼河合
正彦（企画部企画政策課情報政策室長）産業部商工観
光課長兼消費生活センター長 ▼勝俣善久（教育部生涯
学習課長兼富士山資料館長）産業部農林振興課長 ▼菊
池守（総務部検査監）教育部鈴木図書館長兼東西公民
館長 ▼芹澤泰広（環境市民部上下水道課水道工務室長）
環境市民部市民課長 ▼高橋渉（環境市民部市民課長代
理）教育部生涯学習課長兼生涯学習センター所長兼富

士山資料館長 ▼木原慎也（教育部生涯学習課文化・ス
ポーツ室長）

【課長代理級】	 	 	
行政経営監付課長代理 ▼大庭秀夫（総務部総務管財課
長代理）環境市民部上下水道課水道工務室副参事 ▼日
吉信好（建設部建設管理課長代理）建設部建設管理課
長代理兼道路保全対策室長 ▼勝又博文（企画部財政課
長代理）企画部企画政策課長代理 ▼服部和彦（企画部
企画政策課主幹兼係長）企画部企画政策課情報政策室
長 ▼坂田幸洋（総務部課税課主幹兼係長）企画部戦略
広報課長代理 ▼横山英哉（企画部戦略広報課主幹兼係
長）企画部戦略広報課シビックプライド推進室長 ▼亀
崎浩子（総務部管理納税課主幹兼係長）総務部課税課
長代理 ▼佐藤仁（環境市民部危機管理課主幹兼係長）
環境市民部上下水道課水道工務室長 ▼勝又淳（総務部
管理納税課主幹兼係長）健康福祉部健康推進課長代理

▼岡利津子（健康福祉部健康推進課主幹兼係長）健康
福祉部社会福祉課長代理 ▼大串謙一郎（建設部建設管
理課主幹兼係長）教育部教育総務課長代理 ▼安宅百合
（健康福祉部子ども保育課主幹兼係長）教育部生涯学
習課長代理兼市民協働室長 ▼大塚智美（教育部生涯学
習課市民協働室長）教育部生涯学習課長代理兼文化・
スポーツ室長 ▼古谷伸導（教育部教育総務課主幹兼係
長）

【支所長級】	 	 	
健康福祉部子ども保育課須山幼稚園長 ▼勝又直江（健
康福祉部子ども保育課深良幼稚園長）健康福祉部子ど
も保育課富岡第二幼稚園長 ▼服部もと子（健康福祉部
子ども保育課西保育園長代理）健康福祉部子ども保育
課深良保育園長 ▼根上知子（健康福祉部子ども保育課
深良保育園長代理）
（　）は、28年度の所属・役職です。

「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」の具体的な展
開を更に推進するため、４月１日付で人事異動
を行いました。

人事課
995-1806
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市職員人事異動
4 月から新体制でスタート



Information
お知らせ

し尿くみ取り料金

市内でのし尿くみ取り料金は、
３年ごとに見直しを行っています。
衛生処理料金審議会の答申を受け、
４月以降の料金は、据え置かれる
ことになりました。
料金／１ゲージ 18リットルあた
り 264 円（税抜 245 円）

適用期間／４月～平成 32年３月
期間中に消費税率が改正された
場合、税込価格は変更になります。
生活環境課　995-1816

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。

平成 29 年４月１日現在で 70	
歳以上の市に住民登録のある方	

※医療保険で受診している方は対
象になりません。

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
フィールウェーブ治療院 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
はんこをお持ちの上、社会福祉
課か各支所へお申し込みくださ
い。
社会福祉課　995-1819

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 16日㈰
各区で決められた場所
ごみは８時 30 分から 11 時ま
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

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 20日㈭

　10時 20分～ 11時 30分	
福祉保健会館３階研修室
昭和 22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。
国保年金課　995-1814

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 11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り込み
必要な各種届け出をしていない
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

十里木キャンプ場
予約受付開始

４月 29 日㈯に十里木キャンプ
場を開場します。富士山の麓で自
然に囲まれてキャンプを楽しむこ
とができます。
予約受付開始／４月 14日㈮
開場期間／４月 29 日㈯～ 10 月
31日㈫
35サイト
１泊 ▼１サイト 510 円（市外
の方は 1,020 円）

　デイキャンプ ▼１人 100 円（市
外の方は 200 円）
テントの貸し出し、まき・炭の
販売をしています。

生涯学習課　992-3800

県農業振興基金協会助成事業

県の農業の振興と農村の活性化
を図るため、必要な経費の一部
（1/2 以内）を助成します。
事業の実施期間／４月１日㈯～平
成 30年３月 31日㈯

対象者／農業経営の改善や地域農
業の振興に意欲的に取り組む農
業者グループなど

対象事業／担い手育成対策、地域
農業振興対策、農村振興対策

　※事業の詳細はホームページを
ご覧ください。
申請意向の連絡▶５月上旬

　申請書の提出期限▶６月末
最寄の JA営農指導担当部署

または県農林事務所企画経営課、
(公財 ) 県農業振興基金協会

　054-284-9545
http://skkikin.ja-shizuoka.or.jp

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 郵送先住所　 Mail　 Web　
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インフォメーション

Information

インフォメーションすそのん
放送時間の変更

市のイベントや講座の情報など
を FM77.7（ボイス・キュー）の
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。４月
３日㈪から放送時間が次のとおり
変更になります。
㈪～㈮　７時 57分～１分間	
戦略広報課　995-1802

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
●資格団体相談（10時～12時）

▲

土地、家屋（マンション含む）、
相続、各種登記、会社の設立、
増資、成年後見業務、社会保険
労務などに関する相談。司法書
士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士、土地家屋調査
士、建築士、マンション管理士
が応じます。

　●人権相談（10 時～ 12 時、
13時～ 15時）

▲

子どもの人権、
女性の人権、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。

　●行政相談（10 時～ 12 時、
13 時～ 15 時）

▲

行政に対す
る苦情・要望・問い合わせなど
の相談。行政相談委員が応じま
す。

　●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

通
つうじゅんきょう

潤 橋 復興支援金
328,687 円

昨年４月の熊本地震で、熊本県
山都町にある世界かんがい施設遺
産「通潤橋」が大きな被害を受け
ました。同じ世界かんがい施設遺
産の「深良用水」の受益者を代表
し、部農会深良支部が支援を呼び
掛けたところ、団体や市民の皆さ
んから 328,687 円の支援金を集
めることができました。
支援金は、取りまとめを行った

深良地区から、熊本県山都町通潤
橋復興支援窓口に３月 13日㈪に
送金しました。ご協力ありがとう
ございました。

深良支所　992-0400

空き家の譲渡所得の3,000万円
特別控除に係る確認書の交付

平成 28 年度税制改正で ｢空き
家の発生を抑制するための特別措
置（空き家等譲渡所得の 3,000
万円特別控除）｣が新設されました。
この制度を利用するためには、

所管税務署へ確定申告を行う必要
があります。申告の際に必要な書
類の１つ「被相続人居住用家屋等
確認書」は、まちづくり課で受け
付け・交付しています。
特例適用期間／平成 28年４月１
日～平成 31年 12月 31日
相続した日から起算して３年を
経過する日の属する年の 12 月
31 日まで（特例適用期間内に
限る）に譲渡したもの
事前にまちづくり課へご相談く
ださい。
まちづくり課　995-1856

高速バス・路線バス
ダイヤ改正

バス利用者の利便性向上を図る
ため、高速バス・路線バスのダイ
ヤが改正されます。
改正日／高速バス▶４月１日㈯　
路線バス▶４月３日㈪

改正内容／市公式ウェブサイトま
たは富士急シティバスホーム
ページをご覧ください。すそ
のーるなどの時刻表は、広報す
その５月１日号に掲載します。
高速バスは事前予約制です。電
話（0570-022956）・インター
ネット・コンビニ端末機・富士
急バス窓口で予約できます。
企画政策課　995-1804
富士急シティバス㈱
921-5367
http://www.city.susono.

shizuoka.jp/soshiki/3/1/6/1/
（市公式ウェブサイト）
http://www.fujikyu.co.jp/
citybus/（富士急シティバス
ホームページ）

防衛省採用試験一般幹部
候補生（一般 ･飛行要員）

5月13日㈯・14日㈰　※14日
㈰は飛行要員希望者のみ
大卒者程度 ▼平成 30 年４月１
日現在、20 歳以上 26 歳未満
の方（22歳未満は見込み含む）

　院卒者 ▼平成 30 年４月１日現
在、20 歳以上 28 未満の修士
課程修了者などの方
５月５日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
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お知らせ

アシタカツツジ講座参加者

５月 14日㈰　10時～ 13時	
愛鷹ツツジ原生群落　※雨天の
場合は富士山資料館学習室
小学４年生以上の方
30人（先着順）
市指定天然記念物の愛鷹ツツジ
原生群落で、市の花「アシタカツ
ツジ」の生態や特徴を学びます。

講師／菅沼久夫さん（富士山自然
誌研究会会員、植生学会会員）
300 円
４月 15日㈯～ 30日㈰

富士山資料館　998-1325

前期技能検定

技能検定は、働く皆さんの技能
を国が評価する国家検定制度です。
合格者には、技能士という称号が
与えられます。
試験日／６月５日㈪～９月 10日
㈰の間に実施
清水技能専門校ほか県内各地

実施職種／機械加工、電子機器組
み立て、プラスチック成形、と
び、塗装など
実技試験 ▼ 17,900 円（高校・
専 門 学 校 な ど の 在 校 生 は
11,900円）学科試験 ▼ 3,100円
４月３日㈪～ 14日㈮

合格発表／９月 29 日㈮　※金属
熱処理職種を除く３級は８月
25日㈮

県職業能力開発協会
　054-345-9377

054-345-2397

子育てセミナー受講生

６月 13日～平成 30年２月 13
日の毎月第２㈫

　９時 30分～ 11時 30分
生涯学習センター１階団体活動
室他
市内に住んでいる小・中学生の
子どもをもつ保護者の方　※性
別や年齢、子どもとの続柄は問
いません。
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
託児があります。
５月 26日㈮

生涯学習課　992-3800

国家公務員採用一般職試験
（大卒程度試験）

第一次試験 ▼６月 18日㈰
　第二次試験 ▼７月 19 日㈬～８
月７日㈪	
①昭和 62 年４月２日～平成８
年４月１日生まれの方

　②平成８年４月２日以降生まれ
の方で、大学を卒業した方ま
たは平成 30 年３月までに大
学を卒業する見込みの方など

人事院ホームページの「国家公
務員採用試験」のページからお
申し込みください。
４月７日㈮　９時～ 19日㈬
人事院中部事務局

　052-961-6838

ボールを使って体を動かしたり、さまざまな
球技にチャレンジしたりします。年齢別の２
部構成です。

４月 22日㈯　９時～ 17時
市民体育館
タオル、体育館シューズ、飲み物
市民体育館に直接お申し込みください。
４月 15日㈯
参加者にはＴシャツや講師の直筆サイン
入り修了証をプレゼントします。

　※保護者への配布はありません。
市民体育館　993-0303

【ボールであそぼう】
９時～ 12時
年長～小学３年生とそ
の保護者の方
60組（先着順）
親子でボールを使いな
がら体を動かします。

【キッズチャレンジ】
13 時～ 17時
小学４～６年生
120 人（先着順）
トップアスリートの指導で、バ
レーボール、タグラグビー、バ
スケットボール、フットサル
（サッカー）を順番に体験します。

ボールゲームフェスタ　参加者募集
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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

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、刈払機取
扱作業者安全衛生教育●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、
フォークリフト運転技能講習●
パソコンコース ▼パソコン入門

（ビギナーズコース）、ワード基
礎、ワード活用、エクセル基礎、
エクセル活用、アクセス基礎、
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 ▼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

幼児をもつ母親学級受講生

５月 11 日～７月 13 日の毎週
㈭　９時 30分～ 11時 30分
生涯学習センター１階団体活動
室他
市内に住んでいる１歳から３歳
までの幼児をもつ母親の方
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
託児があります。
４月 30日㈰

生涯学習課　992-3800

Q SNS でサプリメントの広告を見て、１カ月
3,000 円の体験版をクレジットカード決済で

購入した。しかし、翌月も商品が送られてきた。不
審に思い業者に連絡したら、「２週間以内に解約を申
し出なければ定期購入になるとサイトに記載してあ
る」と言われた。やめたい。

Ａ 通信販売には特定商取引法上のクーリング・
オフ（無条件解約）規定がないため、クーリ

ング・オフはできません。ウェブサイト上に表示さ
れている返品特約に従うことになります。解約の規
定などは、小さい字で書かれていることが多いので、
サイトのすみずみまでよく読みましょう。申し込む
前に所在地や連絡先、他の利用者の評価などをしっ
かり確認してください。注文した内容や業者からの
メールや確認画面は印刷・保存しておきましょう。
困ったときは消費生活センターに相談してください

エスカレーターでの転倒に気をつけて！！
エスカレーターでの子どもの事故が増加していま

す。子どもの安全にはくれぐれも注意してください。
【事例】
　下りのエスカレーターから降りるとき、４歳の息
子の長靴がエスカレーターに巻き込まれ、前のめり
に倒れた。後日、整形外科を受診したところ、骨折
と診断された。
エスカレーター乗降中、子どもが転倒する事故が

報告されています。子どもと利用する際は、保護者
が手をつないで乗りましょう。靴やサンダルがエス
カレーターに挟まれないよう、ステップの黄色い線
の内側に立ちましょう。エスカレーター上の歩行は、
バランスを崩して転倒するだけではなく、他の人と
接触した場合、事故になる恐れがあります。子ども
などさまざまな人へ配慮しましょう。

消費生活センター　 995-1854
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Health

健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

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

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
●	急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
●	夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。

●	疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。 裾野赤十字病院

992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

11日㈫
９:00〜９:15

平成28年10月
生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈫
９:00〜９:15

平成27年４・５月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00〜13:15

平成26年10月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ４日㈫※ 17:00 〜 19:45
11日㈫※  9:00 〜 11:30
18日㈫　 13:00 〜 15:30
26日㈬※  9:00 〜 11:30

※はC型肝炎検査もできます。

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
10・17・24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

24日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

27日㈭
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

17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

10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

28日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

24日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

４月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土
1

内科
2 3 4 5 6 7 8

内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
9 10 11 12 13 14 15

内科 整形 内科 内科 内科 内科 内科
16 17 18 19 20 21 22

整形 外科 内科 整形 内科 内科 整形
23 24 25 26 27 28 29

整形 内科 内科 内科 内科 整形 内科
30

外科
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救急協力医

4 月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈰

高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 山本整形外科・循

環器科 989-8111 南一色

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

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

17 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 香貫医院 931-2465 本郷町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

18 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 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

19 ㈬ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

21 ㈮ 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

22 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

23 ㈰

かとう内科医院 946-5562 大岡 守重医院 931-2511 我入道
　江川

境医院 975-8021 竹原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 東医院 921-5520 高沢町

24 ㈪ 武藤医院 931-0088 三園町 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 さくま小児科クリ

ニック 992-6303 茶畑

26 ㈬ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈭ 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

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

14
2017.4.1



４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  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 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 ㈰ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

伏見歯科医院
972-3040 伏見　　

23 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

かまたクリニック
988-2488 文教町　

大城歯科医院
973-2900 新宿　　

29 ㈯ 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　

岩端医院
962-1368 大手町　

会田歯科医院
972-0418 卸団地　

30 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

日 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈯

望星第一
クリニック 922-0222 柳町

小林医院 966-7700 今沢 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

遠藤医院 997-0533 葛山

30 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

新井内科
クリニック 992-0811 久根 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

●救急協力医の変更／４月９日㈰の内科の救急協力医は、なおきクリニックと込宮クリニックのみになりました。
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NAVI

江戸時代の村と寺院

江戸時代、庶民と寺院とは深い関係にありました。
葬儀や法事など宗教的な行事・儀式のことはもちろ
んですが、幕府が定めた寺請制度によって、宗門人
別帳や人々の婚姻・旅行・住居移転・奉公の際の宗
旨手形の発行など、寺院は戸籍事務も担当していま
した。そのため、住職がいなくなることは大変困る
ことでした。
左下は、1788 年須山村の天嶽寺の住職が年を取

り病気がちのため、隠居を願い出たときのものです。
右下は、1716 年に後住職を願い出たもので「本寺
である増上寺へ頼んで武州江戸浅草の九品寺残雷和
尚の弟子である修行僧常誉残長を天嶽寺の住職に迎
えたい」と記されています。どちらも村役人から寺
社奉行に出されています。寺社奉行は全国の寺社を
監督する重要な役職で、譜代大名が任命されました。

（須山区有文書）

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

トーマスとパー
シーがテレビから
飛び出してステー
ジをかけめぐりま
す！	楽しい歌と、
元気な踊りがいっ
ぱい！	映像も駆使
したオリジナルス
トーリーのファミ
リーミュージカルです！！
☆ 14 時 15 分の回は子どもに特製トーマスシール
をプレゼント！

と　き／９月16日㈯	①11時 30分～	②14時15分～
　　　　公演時間は約 1時間　※開場▶各 30 分前
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）2,800 円
　　　　※２歳以上有料、２歳未満で膝上鑑賞の場
　　　　　合１人まで無料
発売日／ 4月 8日㈯　窓口▶ 9時～、
　　　電話・ウェブサイト▶ 13時～
　　　※各プレイガイドでも発売します。

３日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪
4月の休館日

市子ども会育成連絡協議会は、長年の活動が認め
られ、全国子ども会連合会会長表彰を受賞しました。
２月 17日に開催された、全国子ども会育成中央会
議・研究大会で表彰されました。

同協議会は、昭和 35 年の発足から異なる年齢・
他の地域の子どもとの交流を図り、学校以外での活
動で子どもの成長をサポートしています。平成 28
年度は、会員リーダー講習会や球技・レクリエーショ
ンなどを行う「青空の下で遊ぼう」などのイベント
を開催しました。
同協議会は、平成 29年 3月現在、25団体・1,229

人の会員がいます。近年、単位子ども会の休会や役
員のなり手不足で会員が減少しています。「役員不
足という大人の事情で、単位子ども会が市子連の会
員になれないのは残念です。地域で子どもが活動す
る機会を減らしてしまいます」と苦悩する山下会長。
同協議会の活動には、小学生の子どもがいない方で
も携わることができます。山下会長は「子ども会は
人づくりです。地域の皆さんに人づくりに関わって
もらえたらうれしいです」と期待しています。
今後は “子どもによる子ども会 ”を目指し、リー

ダーとなる子どもの育成に力を入れ、地域に根ざし
た子ども会の活動を続けます。

全国子ども会連合会長表彰を受賞
市子ども会育成連絡協議会（山下仁会長）

住職隠居願い 後住職願い
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