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市議会 3月定例会が、2月 15日㈬から 3月
23日㈭までの 37日間の日程で行われました。
条例改正や補正予算、平成 29年度の当初予算
など 38案件が審議されました。ここでは、主
な議案を紹介します。
※平成 29年度予算の概要は、４〜５ページに
掲載します。

議案

◆市鳥獣被害対策実施隊設置条例を制定
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための

特別措置に関する法律に規定する鳥獣被害対策実施隊
を設置するため、条例を制定しました。

◆市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、市職員の
育児休暇等に関する条例の一部改正

　地方公務員の育児休業等に関する法律と育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律の一部改正に伴い、条例を改正しました。

◆市職員の給与に関する条例の一部改正
　国家公務員の俸給表を基本とした給料表へ改めるた
めと、平成 28 年 8 月 8 日付け人事院勧告に基づいて
職員に支給する扶養手当の額を改めるため、条例を改
正しました。

市議会 3 月定例会
当初予算や条例改正など 38 議案を審議
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◆市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動
車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関
する条例の一部改正

　公職選挙法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。

◆市税条例の一部改正
地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたこ

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基準等を定める省令の

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。

◆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。

◆介護保険条例の一部改正
介護保険法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。
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１ 「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”

●文化資源を創生するまち すその
　【裾野市を象徴する地域資源の保存・活用の推進】
　 ▼中央公園施設修繕事業

公園施設の利便性向上と利活用の推進を図るた
め、管理棟と公園内トイレの改修工事を実施しま
した。

２ すべての起点となるひとづくり“共育”

●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】

▼深良中学校通学路防犯灯 LED 化事業
通学路の安全対策の向上を図るため、深良中学

校通学路の防犯灯を LED 照明に更新します。

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】

▼林業施設（林業機械）設置助成事業
間伐事業を継続し、市内の森林の環境整備を促

進するため、森林組合所有の林業機械の更新費用
の一部を助成します。

▲御宿台保育園・北児童館

▲シルバーワークプラザ

補正予算

一般会計補正予算（第 7 回・第 8 回）
既定の予算総額から 2 億 600 万円を減額し、歳入

歳出予算総額をそれぞれ 215 億 8,400 万円としまし
た。今回の補正予算は、決算見込みによる年間所要額
の減額と、寄付金を活用した施設整備事業費の増額に
伴うものです。

補正予算の主な内容は次のとおりです。

公の施設の指定管理者の指定

　２施設の指定管理者を指定しました。
●御宿台保育園、北児童館

指定管理者 ▼社会福祉法人桜
おう

愛
あい

会
指定期間 ▼平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年

3 月 31 日まで

特集１

●シルバーワークプラザ
指定管理者 ▼公益社団法人裾野市シルバー人材

センター
指定期間 ▼平成 29 年 4 月 1 日から平成 34 年

3 月 31 日まで

▲中央公園管理棟

▲深良中学校通学路防犯灯
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特集２

平成29年度 当初予算概要　一般会計202億8,000万円
協働と情報発信によるシビックプライド予算

特別会計予算
106億 9,795 万円 一般会計予算

202億 8,000 万円

水道事業会計予算
11億 8,200 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。定住人口の増加や地域経済活性化に
向け、総合戦略に掲げる将来を見据えた事業に重点を置き予算編成
しました。

予 算 総 額 321 億 5,995 万円
（平成 28 年度　329 億 2,117 万円）

一 般 会 計 202 億 8,000 万円
（平成 28 年度　210 億 5,500 万円）

平成 29 年度　会計別予算
当初予算前年度比対比

平成29年度予算 平成28年度予算
一 般 会 計 202億8,000万円 210億5,500万円
水道事業会計 11億8,200万円 12億5,066万円
特 別 会 計 106億9,795万円 106億1,551万円
合 計 321億5,995万円 329億2,117万円

水道事業会計
収　　入 支　　出

収 益 的 10億   300万円 7億7,200万円
資 本 的 5,000万円 4億1,000万円

土地開発公社会計
収　　入 支　　出

収 益 的 4億8,640万円 4億2,806万円
資 本 的 3万円 4億3,500万円

一般会計予算

歳入
市 税 101 億 5,900 万円 50.1%
地方消費税交付金 12 億 1,000 万円 6.0%
国 庫 支 出 金 25 億 5,401 万円 12.6%
繰 入 金 10 億 6,190 万円 5.2%
諸 収 入 10 億　812万円 5.0%
市 債 14 億 6,460 万円 7.2%
そ の 他 28 億 2,237 万円 13.9%

歳出
総 務 費 23 億 6,741 万円 11.7%
民 生 費 58 億 3,426 万円 28.8%
衛 生 費 24 億 3,693 万円 12.0%
土 木 費 30 億 3,295 万円 15.0%
教 育 費 24 億　  44 万円 11.8%
公 債 費 18 億 8,993 万円 9.3%
そ の 他 23 億 1,808 万円 11.4%

歳入総額　202 億 8,000 万円 歳出総額　202 億 8,000 万円

歳入地方消費税交付金

その他

市税

国庫支出金

諸収入

市債

繰入金

歳出

公債費

その他 民生費

土木費

衛生費教育費

総務費

平成29年度

当 初
予 算
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特集２

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
構成しています。

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。

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、独立採算制による経営を行う公営企
業会計で、民間企業と同様の会計処理を行っています。

「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。定住人口の増加や地域経済活性化に向
け、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
必要です。

平成 29 年度当初予算は、市民の暮らし満足度向上
を図り、住み続けたいまちを目指すため、シビックプ
ライド（まちへの愛着や誇り）関連事業に重点を置き
ました。また、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 2.3％の減

一般会計予算総額は、既存事業の終了や歳出削減努
力で、前年度比 3.7％減の 202 億 8,000 万円となり
ました。これに特別会計 106 億 9,795 万円と、水道
事業会計 11 億 8,200 万円を合わせた総予算額は、
321 億 5,995 万円となり、前年度当初予算に比べ、7
億 6,122 万円、2.3％の減となりました。

市民とともに

一般会計の予算総額にちなみ、「“ 市民とともに、
連れ立って突っ走る ” 協働と情報発信によるシビック
プライド予算」と命名しました。企業を含めた市民の
皆さんと一丸となり地方創生に取り組みます。

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

　平成 29 年度一般会計予算を月収約 40 万円の
家庭 ( 一般会計予算の 4,200 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（４億910万円）の使途状況

平成29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：万円）

事業費 構成比 財源内訳
都市計画税 その他

裾野駅周辺
整 備 費 59,668 35.9% 968 58,700

平松深良線
街 路 費 16,289 9.8% 722 15,567

下水道事業
特 別 会 計 54,944 33.1% 23,920 31,024

都市計画事業
公 債 費 35,143 21.2% 15,300 19,843

合 計 166,044 78.8% 40,910 125,134

＊その他……国県支出金、地方債、負担金、一般財源など

 （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） 201,000 食　　　　費

（人件費） 61,000
雑　 収　 入 
（使用料など） 44,000 医　 療　 費 

（扶助費） 75,000
預金の取崩し 
（繰入金） 21,000 光熱水費・通信費 

（物件費） 127,000
親からの仕送り 
（国・県支出金など） 105,000 家の増改築など 

（投資的経費） 58,000
ローン借入れ 
（市債） 29,000 子どもへの仕送り （特別会計への繰出金） 30,000

貯　　　　蓄
（積立金など） 12,000
ローン返済  
（公債費） 37,000

合計 400,000 合計 400,000

裾野駅西土地
区画整理事業

財政課
995-1801
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特集２

総合計画の 6 つの大綱に沿った実施計画の策定

平成29年度

主 要
事 業

実施計画は、昨年度に策定の市総合計画後期基本計画で
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。本年度当初予算に計上した 133 億
1,596 万円の事業の中から、シビックプライド関連事業な
どの主なものを 6つの大綱に沿って紹介します（◎はシビッ
クプライド関連事業）。

平成 29 年度 重点施策
シビックプライド関連事業（36 事業）
　①シビックプライドの醸成に資する事業
　②シビックプライドを持った個人や団体活動や育成の支援
　　事業費総額　2 億 244 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　54 億 7,659 万円
　（内シビックプライド事業費　614 万円）

事務事業名 事業費
◎子育て支援講座開催事業
　（みらいのパパママスクール事業） 31 万円

◎地域における子育て支援体制強化事業
　（子育て支援サポーター養成事業） 20 万円

　夏季限定放課後児童対策事業 80 万円

　認証保育所運営補助事業 800 万円

◎多子世帯子育て支援事業 7,641 万円

　幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 297 万円

◎高齢者生きがい支援事業（地域ふれあい塾） 88 万円

　福祉保健会館大規模改修工事 1億 1,600 万円

▲子育て支援講座開催事業（中学生に対し、結婚や育
児などの意識を高めるみらいのパパママスクール）

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　6 億 9,184 万円
　（内シビックプライド事業費　1,498 万円）

事務事業名 事業費

　「学びの森」運営事業 1,405 万円

◎ほんものとふれあう学習事業 288 万円

　富岡第二小学校屋内運動場危険改築事業 800 万円

◎成人教育事業 630 万円

◎青少年教育事業 770 万円

　ファーストブック事業 89 万円

　ライブラリートーク・作家の講演会企画運営事業 24 万円

▲ほんものとふれあう学習事業（パラリンピック選手
に学ぶ陸上講習会）
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特集２

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　19 億 7,990 万円
　（内シビックプライド事業費　1 億 1,089 万円）

事務事業名 事業費
深良地区コミュニティセンター改
修事業 1億 1,614 万円

◎市民活動センター運営事業 622 万円
◎子育て中の母親ネットワーク形成
事業（ママチャレ） 50 万円

◎みんなで子育てするまち推進事業 450 万円
　新火葬施設整備事業 3,142 万円
静岡県２市２町総合防災訓練
（裾野市会場） 1,000 万円

５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる 
「すその」

●事業費総額　2 億　476 万円
　（内シビックプライド事業費　4,803 万円）

事務事業名 事業費
　住宅建設等促進事業 2,000 万円
◎産業連携地域プラットフォーム構築事業
　（産業基本計画に基づく産業の活性化） 2,550 万円

　屋上緑化推進事業生産者活動助成事業 1,036 万円
◎交流人口拡大イベント事業 389 万円
◎体験型観光プログラム事業 150 万円
◎定住・移住促進事業 59 万円
◎シティプロモーション推進事業 476 万円
◎地域資源発掘事業 45 万円

４．豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」
●事業費総額　24 億 3,491 万円
　（内シビックプライド事業費　1,980 万円）

事務事業名 事業費
◎立地適正化計画策定事業 863 万円
　岩波駅バリアフリー化整備事業 3,450 万円
　宅地分譲促進事業 1,000 万円
　市内公園等の維持管理事業 1,602 万円
　（仮称）神山深良線整備事業 2,625 万円
　橋梁維持事業（東名跨道橋長寿命化修繕）1億 2,000 万円
　都市計画街路平松深良線整備事業 1億 6,289 万円
　地域公共交通網形成計画策定事業 470 万円

６．健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開
かれた「すその」

●事業費総額　25 億 2,796 万円
　（内シビックプライド事業費　260 万円）

事務事業名 事業費
　東富士演習場無線放送施設設置助成事業 6,116 万円

　セキュリティ対策事業 618 万円

　住民票等コンビニ交付事業 741 万円

◎平和都市宣言に伴う中学生広島派遣事業 80 万円

◎総合計画・総合戦略管理事業（みらい会議） 180 万円

▲岩波駅バリアフリー化整備事業（岩波駅 混雑する朝の通勤風景）

◀深良地区コミュ
ニティセンター
改修事業

　（耐震改修を行
う 深 良 地 区 コ
ミュニティセン
ター）

◀東富士演習場無
線放送施設設置
助成事業

　（デジタル施設
に更新する防災
行政無線放送施
設）

▲シティプロモーション推進事業
　（市内外からの来場者でにぎわうすそのんお誕生会 2017）

企画政策課
995-1804
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当市の斎場は、昭和 50年に竣工してから 41年が経過し、施設の
老朽化が進んでいます。同じく火葬場の老朽化が進んでいる長泉町と
共同で、新たな火葬施設「裾野長泉火葬施設」の整備を進めます。

生活環境課
995-1816

新たな火葬施設「裾野長泉火葬施設」
建設に向けて

新火葬施設の整備に向けて、昨年度に測量や地質調
査、事業手法の検討などを行いました。現在は、都市
計画決定の手続きを進めています。平成 28 年 12 月
に原案の説明会、平成 29 年 1 月には公聴会を実施し
ました。今後、早期の都市計画決定に向けて進めます。

裾野長泉新火葬施設整備推進協議会の設置

平成 28 年 7 月 11 日㈪に「裾野長泉新火葬施設整
備推進協議会」を発足しました。当市と長泉町が共同
で整備する新火葬施設の建設と管理運営など、相互に
連携して、情報の共有と円滑な事務の執行を行うため、
事業主体や事業手法、事業費の負担割合などについて
協議しました。今後、施設整備の基本方針に沿って、
整備を進めます。また、平成 29 年４月から、「裾野
市長泉町衛生施設組合」で火葬施設の建設に関する事
務を行うことになりました。

新火葬施設の整備方針

●新火葬施設整備の基本方針
　⑴最後のお別れの場にふさわしい施設 
　⑵故人を偲

しの
び、悲しみを癒し、慈しみを感じる施設 

　⑶人と環境にやさしい施設。誰からも愛され大切に
される施設 

　⑷維持・管理コストのかからない施設
●新火葬施設の位置

　現在の裾野市斎場の敷地と隣接地が整備区域とな
ります。

●都市計画決定の原案
（総括図）

（計画図）

●今後のスケジュール
平成 29年度〜
平成 32年度 都市計画決定、設計・工事など

平成 33年度 使用開始

特集 3

新たな火葬施設を長泉町と共同で整備
平成 33 年度の使用開始に向けて進めています

老朽化した裾野市斎場

「裾野長泉新火葬施設整備推進協議会」発足式
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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、新た
に３団体が加わり、昨年度末時点で 13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
・その他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や活動の周知、ボランティア活動
保険に加入するための手続きなどを行います。
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

助金の関係書類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。

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他

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

リバーフレンド富岡　H28 ～
◯所景が島交差点隣接地

チャレンジ　H25 ～
◯所伊豆島田線（中川公園南北）他

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 ) 他

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 ～
◯所深良中学校校門前

ふじいばらガーデニングクラブ　H28 ～
◯所西中学校内花壇

きれいなまちづくり若狭会　H27 ～
◯所裾野赤十字病院付近

すそのひがしクラブ　H28 ～
◯所佐野茶畑線隣接ポケットパーク

市内各地で環境美化活動が行われています
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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 4



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 200
人、人間ドックが 20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。受付時期や受診期間などが例年と異な
りますのでご注意ください。

国保年金課
995-1814

脳ドック 200 人・人間ドック 20 人

次の全ての要件に該当する方
　●平成 28 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
　●脳ドック

▲

昭和 18 年４月２日から昭和 62 年４
月１日までに生まれた方

　　人間ドック

▲

昭和 52 年４月２日から昭和 62 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
　●平成 29 年度の国保特定健診を受診しない方

脳ドック

▲

200 人
　人間ドック

▲

20 人

実施期間と実施医療機関

◆脳ドック
７月１日㈯～平成 30 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

７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
●さくら胃腸科外科……………………… 994-1008
●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。

検査で病気を早期発見！

内容 自己負担額

脳
ド
ッ
ク

MRI、MRA検査などを行い、脳
血管疾患などを早期に発見しま
す。（認知症を発見する検査では
ありません）

8,100 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

※脳ドックは、特定健診の検査項目を含むため、特定
健診を受診する方は申し込みできません。40 歳以
上の方は、脳ドックか、６月 12 日㈪から開始する
特定健診・がん検診のどちらかを受診してください。

５/13 ㈯市役所地下会議室で受け付け

５月 13 日㈯は、8 時 30 分から 12 時まで市役所地
下会議室で受け付けます。５月 15 日㈪以降は、定員
に達するまで国保年金課で受け付けます。
※５月 14 日㈰は受け付けを行いません。

国民健康保険証

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、医師と相談の上お申し込みください。
●申し込みに来る方１人につき、１世帯分の申し込み

ができます。
●ドックを受診した方は保健指導の対象となる場合が

あります。
●助成額の上限は３万円です。昨年度と異なるので注

意してください。
●検査項目については市公式ウェブサイトをご覧くだ

さい。

特集５

国保の脳ドック・人間ドック５/13 ㈯申込開始
先着順で 220 人の方に助成
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医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、高額療養費が支給
されます。８月から国民健康保険に加入している 70歳以上の方と、
後期高齢者医療保険に加入している方の自己負担限度額が変更にな
ります。

国保年金課国保係
995-1814

後期高齢者医療係
995-1813

８月からの自己負担限度額

８月から、区分が現役並みの方と一般の方の自己負担限度額が変わります。
●国民健康保険に加入している 70 歳以上の方　●後期高齢者医療制度に加入している方

自己負担限度額（月額）

所得要件 区分
７月まで ８月から

外来（個人単位） 外来＋入院 
（世帯単位） 外来（個人単位） 外来＋入院 

（世帯単位）

医療費の自己負担割合が３
割の方 現役並み 44,400 円 80,100 円※ 1 

（44,400 円※ 2） 57,600 円 80,100 円※ 1 
（44,400 円※ 2）

医療費の自己負担割合が１
割または２割で、低Ⅰ・低

Ⅱ以外の方
一般 12,000 円 44,400 円 14,000 円※ 3 57,600 円 

（44,400 円※ 2）

市民税が非課税で、低Ⅰ以
外の方 低Ⅱ 8,000 円 24,600 円 8,000 円 24,600 円

市民税が非課税で、その世
帯の各所得が、必要経費・
控除を差し引いたときに 0

円となる方
低Ⅰ 8,000 円 15,000 円 8,000 円 15,000 円

※１　医療費が 267,000 円を超えた場合は超えた分の１％を加算
※２　過去 12 カ月以内に限度額を超えた支給が４回以上あった場合の、4 回目以降の限度額
※３　年間限度額は 144,000 円

高額療養費
１カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高

額療養費が支給されます。対象の方には、診療月の約
２カ月後に高額療養費の申請書をお送りしますので、
国保年金課へ申請してください。

高額療養費の申請書、領収書、はんこなど
※後期高齢者医療制度に加入

している方は、高額療養費の
申請を１度行うと、次回以降
に支給がある場合は最初に
登録した口座に支給額が振
り込まれます。

限度額適用認定証
医療機関の窓口に提示すると、支払いが自己負担限

度額までになります。入院などの予定がある場合は、
申請してください。

● 70 歳未満の方
　● 70 歳以上で低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方

保険証とはんこをお持ちの上、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、交付できない場合があり
ますので、申告を行ってください。

※保険税（料）を滞納している場合、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。

医療費が高額になった場合
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特集６

８月から自己負担限度額が変わります
国保・後期高齢者医療の高額療養費制度



今月の一枚 This month's best shot

フォトグラフ

Photograph ３月

先進事例から地域づくりを学ぶ ３月４日

地域づくりフォーラム 2017 が、生涯学習センターで行われま
した。地域づくりの市内先進事例として、堰原区と千福が丘区の皆
さんが発表しました。コーディネーターを務めた高崎経済大学教授
の櫻井常矢さんを交え、参加者同士が意見を交換しました。

撮影／南部公園前（伊豆島田）

麦塚地区で地域づくり活動を行っている麦青会（麦塚青年会）が、
県教育委員会の「こどもをはぐくむ地域活動団体表彰」と静岡新聞
社の「ふるさと貢献賞」を受賞し、市長に報告しました。39 年間
の地域での活動が評価されて受賞しました。

39年間の地域貢献を表彰 ３月３日

長泉町との境にある南部公園前の歩道に、樹高 5 ｍほどのハク
モクレンが 2 本植えられています。写真は北側の 1 本です。満開
を迎えた 19 日の早朝、朝日に染まる白い花びらを撮影しました。
背後に写るのは、伊豆縦貫道の高架です。

朝日に染まるハクモクレン
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Photograph 2017.3

神山深良線の整備で御殿場市と協定 ３月13日

当市と御殿場市を結ぶ「（仮称）神山深良線」の整備に関する協
定を締結しました。この道路を整備することで、渋滞の緩和に加え、
産業・観光の振興、南北軸のアクセスの向上、大規模災害時の避難
路の確保など多くの効果が期待されます。

子どもの未来を考える ３月５日

すその・こどもの未来を考える楽しいワークショップが、福祉保
健会館で行われました。3 回目の開催となったこの日、子どもから
大人まで幅広い年齢層の方々が参加し、子どもたちの未来に対し自
分たちができることについて、意見を交換しました。

小学生ドッジボール選手権 ３月20日

東小学校体育館で、第 2 回市小学生ドッジボール選手権が開催
されました。市内 27 チーム、162 人の小学生が参加し、市内ナ
ンバーワンの座をかけて熱戦が展開されました。3･4 年生の部が
西小ファイターズ、5･6 年生の部では向田チームが優勝しました。

みんなで子育てするまちへ ３月12日

第２回みんなで子育てするまちシンポジウムを長泉町と共同で開
催しました。地域の行事にパパが積極的に参加することの大切さや、
転入してきた方が地域になじんでいくための仕組みづくりなど、子
育てにやさしいまちづくりに向けた意見が提案されました。

さまざまな分野で活躍した児童生徒を表彰 ３月８日

児童生徒市長賞表彰式が市役所で行われました。空手道やテニス、
陸上、サッカー、水泳、ボウリング、少林寺拳法、ソフトボール、
読書感想文、標語で平成 28 年度に優秀な成績を収めた 12 人２チー
ムに市長賞が贈られました。

今年も黄色い帽子が新小学1年生へ ３月13日

明るい社会づくり運動　静岡県裾野地区協議会から髙村市長へ黄
色い帽子が贈呈されました。この運動は昭和 52 年から始まり、今
年で41回目となります。４月６日㈭の入学式に新小学1年生となっ
た 482 人に渡されました。
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インフォメーション

Information

FM77.7 の学校紹介番組に
市内の小・中学校が登場

FM77.7（ボイス・キュー）で、
放送されている地域の小・中学校
を紹介する 30 分番組「学校にお
いでよ」に、市内の小・中学校が
登場します。

市内の小・中学校で最初に登場
するのは、東小学校です。５月
10 日㈬に放送されます。放送は、
来年の 11 月までの間で市内全部
の小・中学校が放送されます。

水曜日 20 時 30 分～（月２回
程度）

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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

人権相談・行政相談  �������������������������������� 戦略広報課　995-1802

●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㈯㈰、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）

再放送／放送週の土曜日 12 時
30 分～、放送の翌々週の水曜
日 20 時 30 分～、放送の翌々
週の土曜日 12 時 30 分～
各学校の放送スケジュールはボ
イス・キューホームページをご
覧ください。
http://www.777fm.com
学校教育課　995-1838

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。

５月 10 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

ふるさと富士山芸術展

富士山世界遺産登録４周年を記
念し、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 22 日㈯～６月 25 日㈰
　※月曜日は休館
開館時間／９時～ 16 時 30 分

富士山資料館特別展示室
入館料／大人 210 円、小・中学

生 100 円　※６月 25 日㈰は
富士山世界遺産登録４周年を記
念し無料
富士山資料館　998-1325

●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㈯㈰、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）

渡邊 早苗

大森 紀行

池田 宗久 川口 美津子

湯山 貴志子渡邉 秀行勝又 美代子 芹澤 隆伸
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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。

５月５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

楽しく健康づくりが
できる教室

　子どもから高齢者まで、幅広い
世代の方が楽しく健康づくりがで
きる教室を開催しています。

エアロビクス、ヨガ、スラック
ラインなどのフィットネス教室
１回 500 円
県総合健康センター

　973-7000

春の農作業安全運動

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、十分注意
することで防ぐことができます。
基本的な注意事項を確認し、事故
の原因を一つ一つ取り除き、農作
業事故０を目指しましょう。

5 月 31 日㈬まで
平成 27 年の農作業中の死亡事故
全国

▲

388 件
県内

▲

７件
農林振興課　995-1823

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 13 日㈯・14 日㈰
対象レース／全日本フォーミュラ

３選手権第６戦・第７戦、イン
タープロトシリーズ第１戦・第
２戦、富士チャンピオンレース
シリーズ第２戦、競争女子選手
権第１戦
競争女子選手権は、世界で初め
てとなる女性ドライバーのプロ
シリーズ戦です。初年度の今
シーズンは、全３戦を富士ス
ピードウェイで開催します。
富士スピードウェイ

　0550-78-2312

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 30 年１月の申
請時に、平成 29 年１月１日から
平成 29 年 12 月 31 日までに医
療機関や薬局に支払った医療費の
領収書が必要です。大切に保管し
てください。

①～③の全てにあてはまる方
①平成 30 年１月１日に、市に

住民登録があり、後期高齢者
医療の被保険者の方

②医療機関などで受診したとき
に市に住民登録がある方

③後期高齢者医療の保険料に未
納がない方

申請期間／平成 30 年１月９日㈫
～ 31 日㈬
社会福祉課　995-1819

スムーズな案内をするため、市民課の窓口に番号発券機を設置し
ました。

市民課窓口に番号発券機を設置

市民課の
窓口利用方法

申請書を記入

番号発券機で
番号札を取る

市民課の窓口の上に設
置されているディスプ
レイと窓口に番号が表
示される

番号が表示されている
窓口へ

番号発券機

総務管財課　995-1807
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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、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。

５月 25 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
５月 11 日㈭

国保年金課
　995-1813

看護師等
再就業準備講習会

最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。

７月 26 日㈬～ 28 日㈮
　９時～ 16 時

三島総合病院（三島市谷田）
看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
所定の用紙に必要事項を記入し、
県ナースセンターへ提出してく
ださい。
７月 12 日㈬
県ナースセンター
東部支所

　920-2088

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 22 日㈪　10 時～ 12 時
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
５月１日㈪　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

第６回 10 年後の静岡を
創るスーパーセミナー

５月６日㈯　14 時～ 16 時
しずぎんホールユーフォニア

（静岡市葵区追手町）
200 人（先着順）

テーマ／旅人来りて曰く、厕所在
哪里？（トイレはどこですか？）
～観光と海外展開
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７回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

3 0 k i n e n - s e m i n a r @ u -
shizuoka-ken.ac.jp
http://www.u-shizuoka-
ken.ac.jp/event/ss30th/

“ すそのん ” の
イラスト使用

“ すそのん ” のイラストは、商
品やチラシなどに無料で使用する
ことができます。使用する場合は、
申請してください。

所定の申請書に必要事項を記入
し、商品名や材料、レイアウト
などがわかる企画書を添付して
シビックプライド推進室に提出
してください。　※申請書は、
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

使用承認期間／承認を受けた日か
ら２年を経過する日以後の最初
の３月 31 日まで　※使用承認
期間が過ぎた場合は、再度申請
してください。
●個人が家庭内で使用する場合、
申請は不要です。●市の信用ま
たは品位を損なう恐れがあると
き、法令または公序良俗に反す
る恐れがあるときなど使用でき
ない場合があります。
シビックプライド推進室

　995-1803
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お知らせ

５月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈬ 髙橋設備
☎993-1336

４日㈭ 山崎設備
☎997-6766

５日㈮ パイピング横山
☎992-3329

６日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

７日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

13日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

14日㈰ 工管設
☎993-1603

20日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

21日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

27日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

28日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

14日㈰ 富士裾野高原
マラソン大会

20日㈯～
21日㈰

五竜みどりまつり

21日㈰ スポーツ祭
レクスポ３種目大会

５月　カレンダー

データバンク
4 月１日現在

人　口　52,590人� （−171人）
　男　　26,711人� （−68人）
　女　　25,879人� （−103人）
世　帯　21,564世帯�（+29世帯）
内、外国人� 750人�432世帯

５月　税金・料金
納付期限：5 月 31 日㈬

軽自動車税 第１期分

春の七草ハピネスウォー
キング＆山麓のカフェ

富士山麓の少し遅い春の息吹を
感じるイベントです。

５月 14 日㈰　10 時～ 13 時
　※集合

▲

９時 30 分
県立富士山麓山の村多目的ホー
ル（富士宮市粟倉）
50 人（先着順）
七草をみつけながらの自然観察
ウォークなど
500 円
はがきまたは、ファクス、メー
ルにイベント名、住所、氏名、
年齢、参加人数（参加者全員の
氏名）、電話番号を記入しお申
し込みください。　※メールは
件名にイベント名を記載してく
ださい。
４月 28 日㈮
保険証、かっぱ、飲み物など
●小学生以下の方は、保護者の
同伴が必要です。●長袖、長ズ
ボン、履き慣れた靴でお越しく
ださい。 
県立富士山麓山の村　

　0545-36-2236
0545-36-2239
〒 418-0011

　富士宮市粟倉 2745
HTC-fujisanroku01@pref.
shizuoka.lg.jp

夏休みブルネイ派遣

一般家庭へのホームステイとブ
ルネイ大学日本語科の生徒との異
文化交流体験などを行います。

８月３日㈭～９日㈬
中・高生 20 人、大学生・社会
人 10 人（先着順）

派遣先／ブルネイ王国、シンガ

ポール、マレーシア
18 万８千円
６月 30 日㈮
電話またはファクスで資料を請
求し、県青年海外研修協会事務
局へ申込書を提出してください。

県青年海外研修協会事務局
　054-623-0785
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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

救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈪ 森岡医院 962-1084 大岡 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

2 ㈫ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

3 ㈬

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉

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

杉山医院 992-0028 平松

4 ㈭

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原

あめみや内科 935-1159 吉田町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

5 ㈮

林医院 931-1120 住吉町

杉山医院 972-3223 伏見 沼津市立病院 924-5100 東椎路 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

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 ㈰

清流クリニック 941-8688 堂庭 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

森医院 966-2017 石川 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 五十嵐クリニック 934-6700 志下

8 ㈪ 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

9 ㈫ おおい神経内科 922-8886 北高島町 白石医院 951-4593 市道町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

10 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

11 ㈭ 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
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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 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 ㈬ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

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　

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉　　

4 ㈭ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

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　　

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川　　

5 ㈮ 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　　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

しおみ歯科医院
992-0202 平松　　

7 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町　　

太田歯科医院
972-1318 長沢　　

14 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

しんあい歯科医院
973-6686 伏見　　

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 西方外科医院 921-1333 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

13 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈰

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 守重医院 931-2511 我入道

　江川
髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

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

15 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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　 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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５月の休館日

●５月の行事予定
親子おはなし広場
 ２日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

おはなしフェスティバル
 13日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 20日㈯ 14時30分〜 本館2階視聴覚室

親子おはなしの会
 16日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック
 17日㈬  9時〜12時 本館２階展示室
 24日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 10日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 18日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 26日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

１日㈪、8日㈪、15日㈪、
22日㈪、25日㈭、29日㈪

柿沼 歩
ふ

実
み

くん
（２歳 11 カ月・南町）

川村 航
こう

正
せい

くん
（３歳・堰原）

吉田 春
は る の

乃ちゃん
（３歳・矢崎）

藤田 澄
す み れ

怜ちゃん
（２歳８カ月・佐野二）

齊藤 あいりちゃん
（２歳 9 カ月・上町）

●スウィングしなけりゃ意味がない
It Don’t Mean A Thing(If It Ain’t Got That Swing)
著：佐藤亜紀　KADOKAWA

●今ひとたびの、和泉式部　著：諸田玲子　集英社

●無限の書　著：G. ウィロー・ウィルソン　訳：鍛治靖子　東京創元社

●岩場の上から　著：黒川創　新潮社

●芝公園六角堂跡　著：西村賢太　文藝春秋

●コウノトリのコウちゃん
作：かこさとし　小峰書店（にじいろえほん）

●ペンギンかぞくのおひっこし
絵・文：刀根里衣　小学館

●重力って…
作：ジェイソン・チン
訳：竹内薫　偕成社

●でんしゃがきました
作・絵：三浦太郎　童心社

●ぼくのもものき
文・絵：広野多珂子
福音館書店

一般書

児童書

●こども図書館映画会
と　　き／５月 13 日㈯　14 時〜 15 時 26 分
と こ ろ／本館 2 階視聴覚室
上映作品／ペット
定　　員／ 60 人
申し込み／ 整理券を5月6日㈯９時から図書館カウンター

で家族分のみ配布します。　※当日は、整理券
がない方も座席に余裕があれば入場できます。

そ の 他／ 駐車場に限りがあるため、公共交通機関または
市役所駐車場をご利用ください。

新刊おすすめ本
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� （◎は区長会長）
【西地区】
◎堀合喜義（桃園）佐々木盛次（石脇）杉山憲正（佐
野上宿）柏木孝一（佐野本宿）良邊廣（佐野若狭）星
野昇市（佐野二）市川忠儀（大畑）勝又武（上町）溝
口健次（緑町）中西公一（元町）谷井秀勝（富沢）長
島四郎（南町）吉野嘉純（二ツ屋一）月出堅司（二ツ
屋二）柏木広基（堰原）小野靖（伊豆島田）渡邉信仁
（水窪）
【東地区】
◎服部美正（中丸中）神戸光（久根）勝又彰一（公文
名一）奥田安彦（公文名二）鈴木雄二郎（公文名三）
長井從宣（公文名四）塩澤孝（公文名五）鈴木涼太（三
菱）川口幸男（中丸上）中西省悟（中丸下）髙村徹（天
理町）山本讓治（滝頭）飯塚正美（本茶）萱間恒男（道
上）小澤弘憲（峰下市の瀬）柿田英明（鈴原）髙嶋嘉
男（茶畑団地）室伏信男（青葉台）西島敬一（和泉）
白井清（富士見台）滝道雄（麦塚）杉山省三（新道）
齊藤弘子（東町）鈴木博己（本通り）横山卓哉（日の
出元町）岡田廣正（本村上中）三明正明（本村下）
【深良地区】
◎大庭満治（深良新田）小澤克己（町震一）大島和雄
（町震二）小屋松明（舞台団地）土屋三雄（南堀）髙
藤進（和市）門倉昭夫（遠道原）佐久間昇（柳端団地）
松井彰喜（切久保）志村昭義（上原）勝又明（上原団
地）髙橋伸至（原）勝又義隆（上須）中村隆夫（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紹介します。
� （敬称略）

【富岡地区】
◎大島静明（千福）杉山諄（御宿平山）高岡伸光（御
宿上谷）土屋芳高（御宿新田）佐藤四郎（御宿坂上）
柏木修一（御宿入谷）勝又賢一（上城）坂田俊明（中
村）瀬戸敬司（下条）塩崎賢治（中里）勝又實（田場
沢）岩岡健治（森脇団地）柏木博光（上ケ田）金子稔
（金沢）勝又幸雄（今里）眞田利幸（下和田）武藤末
生（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）秋山剛（千福南）
【須山地区】
◎横山芳文（須山四）渡邉博夫（須山一）根上松太郎
（須山二）勝又和一（須山三）瀧本建夫（須山六）

【西地区指導員】
相川真也（佐野二）原正彦（佐野上宿）水口毅真（伊
豆島田）三枝晶（伊豆島田）市川明宏（堰原）古地剛
（石脇）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（鈴原）高田泰寛（麦塚）中野一利（本村下）
持田真由紀（峰下）高橋宗尚（青葉台）岩﨑昭彦（青
葉台）飯塚直人（麦塚）長友崇（本村上中）米原勲（本
村下）
【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）
【富岡地区指導員】
八木健二（上ケ田）若林福雄（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）千葉巧（御宿台）
【須山地区指導員】
菅沼正光（須山三）平岩端（須山二）渡邉英樹（須山
一）佐藤三郎（須山六）

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役
� 85 人

� 会長　堀合�喜義

区長連合会

交通安全と
事故防止を導く
� 40 人

� 会長　藤井�里美

交通指導員会
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【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）菊池勇一（佐野
二）江森喜美男（上町）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）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）菊田祐一郎（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）志村幸洋（和
市）近藤利昭（切久保）勝又透（原）大庭境時（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】
勝又和延（田場沢）佐藤宏紀（御宿新田）勝又敏宏（御
宿上谷）坂田好彦（上城）松﨑英親（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／
牧島利浩（今里）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（本茶）木村典由（御宿入谷）鈴木博行
（上町）渡邉勉（須山一）女性消防部長／井上雅美（下
条）
【分団長】
西分団／林卓（上町）東分団／長田勇一（中丸下）深
良分団／今井隆彦（遠道原）富岡分団／渡辺光（御宿
入谷）須山分団／荻田泰久（須山一）

▲交通指導員会（交通安全運動開始式） ▲地域地震防災指導員会（委嘱状交付式）

◀消防団
　（辞令交付式）

防災力の向上と
自主防災の活性化
� 42 人

� 会長　杉山�信行

私たちの生命と
財産を守る
� 235 人

� 団長　今関�正興

地域地震防災指導員会 消　防　団
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当市は初めて、県と県内市町が共催で実施する総合防災訓練の
会場になりました。９月３日㈰に行います。

危機管理課
995-1817

とき／９月３日㈰　８時 30分～ 12時
テーマ／「自分を守る　家族を守る　地域を守る　高
めよう　南駿の防災力」
　当市では３つの訓練エリアと８つの訓練項目を設定
し、実施します。地域防災計画の実行性を高めるため、
市民の皆さんをはじめ各区自主防災組織や防災関係機
関、地元企業などの協力を得て、各種訓練を実施しま
す。
　自衛隊や警察、消防、市民団体などによる連携確認
や大規模実践訓練、各区の自主防災組織で一時避難地
などでの安否確認、広域避難地への避難行動訓練を行
います。訓練に参加して自助・共助を確認しましょう。

※昨年度の県総合防災訓練の様子（掛川市）

◀避難所の設営

物資の荷下ろし▶

とき／５月 14日㈰　９時～ 12時　　ところ／狩野川右岸９km付近（三島市長伏）

　総合水防演習は、全国９ブロックごとに毎年開催さ
れます。国土交通省中部地方整備局管内では今年度、
中部地方整備局と県、狩野川流域の８市町（裾野市、
三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水
町、長泉町）で主催し開催します。
　演習では大規模な水害に備え、水防工法の実演や防
災機関による情報共有訓練・被災者救助訓練などの水
防演習・防災訓練を行います。災害対策車両やパネル、

県・南駿地域総合防災訓練

狩野川連合総合水防演習・広域連携防災訓練

広�域避難地

▲

須山小学校・富岡第二小学校・千福が丘
小学校・富岡第一小学校・深良小学校・生涯学習セ
ンター・西小学校・裾野高校・東小学校・向田小学
校・南小学校
※訓練の詳しい内容は、決まり次第市公式ウェブサイ
トで公開します。

訓練内容

項目 ところ エリア

物資集積所訓練 市民文化センター

救出・救助、道路
啓開の訓練

市民文化センター
駐車場

女性目線の避難所
展示訓練 生涯学習センター

生活支援訓練 生涯学習センター
駐車場

災害ボランティア
訓練 福祉保健会館

医療救護訓練 福祉保健会館

避難行動訓練 広域避難地 B

富士山火山避難訓練 須山地区（対象区内） C

最新の防災機器の展示など水防について学べるコー
ナーがありますので、ご来場ください。
※駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用
ください。

消防団が総合水防演習に参加！
　国土交通大臣や県知事が見守る中、当市の消防
団は越水防止対策として改良積み土のう工を行い
ます。

A
（
メ
イ
ン
会
場
）

県・南駿地域総合防災訓練
静岡県と裾野市・沼津市・清水町・長泉町の共催で実施

特集２
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静岡がんセンター公開講座 2017「知って安心！がん医療〜診
断と治療をわかりやすく〜」を三島市民文化会館で開催します。
同センターの医師が、治療方法や予防、検診など、がんに関する
最新情報の解説や、質疑応答とタウンミーティングを行います。

健康推進課
992-5711

とき テーマ 講師　

第１回
６月 17日㈯

第１部 がんを知る 山口建さん（総長）

第２部
がんといわれたら・・・
受診時の心構え

遠藤久美さん
（患者家族支援センター兼副看護部長）

「話すこと」からはじめましょう 髙田由香さん（よろず相談専門監）

第２回
７月 15日㈯

第１部 大腸がんの外科治療 塩見明生さん（大腸外科医長）

第２部
手術を上手に乗りきるために 鶴田清子さん

（副院長兼患者家族支援センター長）

がん治療に欠かせない支持療法 中島和子さん
（化学療法センター看護師長）

第３回
８月 19日㈯

第１部 乳がんの治療 西村誠一郎さん（乳腺外科部長）

第２部 前立腺がんの治療 庭川要さん（副院長兼泌尿器科部長）

第 4回
９月９日㈯

第１部 肺がんの外科治療 大出泰久さん（呼吸器外科部長）

第２部 子宮がんの治療 平嶋泰之さん（婦人科部長）

第５回
10月 14日㈯

第１部 肝臓がんの治療戦略；切除？抗がん剤？
それとも・・・ 新槇剛さん（IVR 科部長）

第２部 高齢者のがん医療 玉井直さん（名誉院長兼麻酔科部長）

第６回
11月 11日㈯

第１部 胃がんの治療 寺島雅典さん（胃外科部長）

第２部 抗がん剤治療と副作用 村上晴泰さん
（化学療法センター部長）

第７回
12月９日㈯

第１部 がんの放射線治療 原田英幸さん（放射線治療科部長）

第２部 肺がんの抗がん剤治療
〜新規分子標的薬と免疫治療〜 高橋利明さん（呼吸器内科部長）

時間／ 13時～ 15時 40分頃
ところ／三島市民文化会館大ホール（三島市一番町）
申し込み／はがきまたは、ファクス、メールに郵便番
号、住所、氏名、生年月日（西暦）、年齢、性別、
職業（学校名）、電話番号、ファクス番号、メール
アドレスを記入しお申し込みください。
※ファクス・メールは、件名に「静岡がんセンター
公開講座」と記入してください。

申込先／静岡新聞社東部総局業務部「静岡がんセン
ター公開講座」係
　〒 410-8560　住所記入不要　
055-962-6752
toubugyoumu@shizuokaonline.com�

その他／●受け付け後、受講証を郵送します。
　●三島市民文化会館窓口でも申し込みできます。
静岡新聞 SBS東部総局業務部　962-6520
　※土・日曜日、祝日を除く 9時～ 17時

特集３

静岡がんセンター公開講座 2017
知って安心！がん医療〜診断と治療をわかりやすく〜
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市職員の不祥事を根絶するため、報告書をまとめました。調査で明らかになった課題や、不祥事
防止策などを盛り込みました。

昨年 9月に当市で発生しました官製談合防止法違
反事件について、再発防止に向けた具体的再発防止策
を “市コンプライアンス推進本部 ”で取りまとめまし
た。また、市議会官製談合再発防止特別委員会からの
提言を真摯に受け止め、再発防止に努めます。
今後は、職員による不祥事を二度と起こさないため、
職員一人一人が「市民の負託に応え、適正に公務を遂
行する」という公務員の原点に絶えず立ち返りながら、
活発なコミュニケーションを取ることで、積極的に業

再発防止に向けた取り組み

（１）不正防止に向けた職場づくりと職員の意識改革
項　　　目 実施状況

法令遵守および
職員倫理行動基準の周知徹底

●「管理監督者のためのハンドブック〜職員の不祥事を防ぐには〜」を作成

　 ▼ �昨年９月に作成したハンドブックを管理職へ配布し、事業者などの利害関
係者との間の禁止行為や、管理監督者としての役割を明示しました。

●官製談合防止マニュアルの作成

　 ▼今年度の早い時期に作成し、職員に周知徹底を図ります。

職員研修の実施

●リスクマネジメント研修および公務員倫理研修の実施

　 ▼ �主幹級以上の職員に対し、平時の危機管理の心得や、管理職員として必要
な危機管理の必須知識を学ぶ研修を行いました。

　 ▼ �主幹級未満の職員に対し、公務の内外で市民に疑念を持たれないよう高い
倫理意識を持たせるため、公務員倫理研修を行いました。

風通しの良い職場づくり ●職場意見交換会の実施

　 ▼２カ月に１度を目安に題材を基に各部署で意見交換を行います。

（２）コンプライアンス確保体制の整備
項　　　目 実施状況

公益通報制度の整備 ●公益通報窓口の周知

　 ▼コンプライアンス通信や職場意見交換会などで周知を図ります。
コンプライアンス推進本部の
設置

●コンプライアンス推進本部を設置

　 ▼職員に対するコンプライアンスの周知徹底や相談などを行います。

所属コンプライアンス
推進担当者の設置

●各所属への周知・徹底および相談の実施

　 ▼不祥事につながる問題点を把握します。

　 ▼職員からの相談対応を行います。

　 ▼職場意見交換会を行います。

倫理ヘルプライン（内部通報）
の設置

●職員からの内部通報窓口としての倫理ヘルプラインを設置

　 ▼ �今年度、匿名で通報できる職員専用意見通報窓口およびポストを設置しま
す。

危機管理体制の整備
●各所属の危機管理体制の整備

　 ▼ �組織内の危機管理は、市コンプライアンス推進本部員や所属コンプライア
ンス推進担当者が中心となり行います。

外部有識者による
第三者機関の設置

●コンプライアンス外部評価委員の設置

　 ▼ �今年度、有識者による第三者機関を設置します。コンプライアンス推進本
部の取り組みの検証・監視を行い、意見を求めていきます。

務展開を計る職場の風土を作ります。組織として力を
合わせて公務を遂行し、真に市民の皆さんから信頼さ
れる市役所を目指して、職員一丸となり取り組んでい
きます。

●市コンプライアンス推進本部
コンプライアンスの取り組みの企画、推進を行
う組織。市長を本部長、本部員に副市長、教育
長、行政経営監、部局長を配置。
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官製談合防止法違反事件に関する報告書
市民から信頼される市役所を目指して



人事課
995-1806

（３）適正な人事管理
項　　　目 実施状況

人事管理 ●各所属の人事管理
　▶部課長による所属職員のコンプライアンス推進の管理を徹底します。

（４）入札制度
項　　　目 実施状況

電子入札の拡大 ●段階的に紙入札から電子入札を拡大
　▶建設工事および建設工事関連業務委託で、電子入札を行います。

総合評価方式の実施 ●価格・品質など多様な要素を総合的に評価
　▶土木一式工事および舗装工事の中から抽出して行います。

規則などの改正

●市建設工事執行規則の改正
　▶昨年 11月の改正で、工事費内訳書の提出を明記しました。

●市建設工事競争入札心得の改正
　▶無効・失格の改正および再度入札と更改の改正をしました。

その他の入札制度の改革

●予定価格の事前公表
　▶�昨年 11月以降の指名通知または公告案件から建設工事の一部で、予定価格の
事前公表を行なっています。今後、職員のコンプライアンス意識の徹底が図ら
れたと判断した場合および落札率の高止まりなどの課題が生じた場合は事後公
表に戻していきます。

●入札、契約情報公開の推進
　▶市公式ウェブサイトに入札の公告と入札結果を掲載しています。

●随意契約ガイドラインの策定
　▶�４月に運用を開始したガイドラインで、随意契約の適正かつ円滑な運用の徹底
を図ります。

●入札参加者格付けの公表
　▶�評価基準を明確にし、建設工事入札参加者格付け表を 6月から公表します。

（５）明確な設計図書の作成
項　　　目 実施状況

技術職員の
技術力向上の取り組み

●技術職員を対象とした勉強会および研修会などへの参加
　▶技術職員の技術向上に努め、誤りのない設計図書を作成します。
　▶技術研修会などへ積極的に参加します。

（６）執務エリアの改革
項　　　目 実施状況

書類管理の徹底
●仕事の質向上活動への取り組み
　▶�設計図書、入札書類、契約書類を適切に管理するため、収納方法や収納場所の
改善に取り組んでいきます。

執務エリアの適正化
●執務エリアへの立ち入り制限
　▶�仕事の質向上活動の一環で、執務エリアへの立ち入りを制限できる体制づくり
を進めるとともに、打ち合せテーブルと執務スペースの分離を推進していきま
す。
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市政報告で髙村市長は、これまでの市政運営の４つ
の政策「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」で進めてきた取
り組みを紹介し、その評価を踏まえて策定した後期基
本計画の内容を説明しました。
後期基本計画の策定にあたっては、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略で掲げた「田園未来都市」という都
市のコンセプトを引き継ぎました。「みんなで創る総
合計画」をテーマに、市全体で１回、市民団体やグルー
プなどで６回開催した意見交換の場「みらい会議」で、
まちの将来像を未来思考で議論したことを報告しまし
た。
市では、後期基本計画の計画期間である平成 32年
度まで、市民の皆さんと行政が意見交換する場として、
定期的に「みらい会議」を開催していきます。今後も
多くの皆さんの参画を呼びかけました。

基調講演の講師には、大道芸ワールドカップ in 静
岡のプロデューサーであり、デザイナー・クリエイター
やまちづくりの仕掛け人として活躍する甲賀雅章さん
を招きしました。甲賀さんは Be�Creative とは、従
来の概念や仕組み、価値観にとらわれることなく新し
い価値を創造することと定義。私たちを取り巻く社会
課題についての問題意識を提示し、過去からも学ぶが、
あるべき未来から現在すべきことを考えるバックキャ
スティングの発想の重要性を解説しました。
その上で「Be�Creative な人達」＝「創造しい人々」
とは、どんな社会成果（インパクト）を得るのかをま
ず考え、具体的なアクションプランを創造思考で企画
し、失敗を恐れず実施してみる特性があるとし、参加
者に、より豊かな暮らしの実現のために創造思考、未
来思考でまちを見つめようと呼びかけました。

3 月 18日㈯生涯学習センターで、「市みらい会議�新総合計画キック
オフシンポジウム」を開催しました。市内外から約 100人の方が参加
しました。昨年 12月に策定した「第 4次総合計画後期基本計画」の本
格的スタートの報告と、今後のまちづくりを市民の皆さんと行政が共に
考えました。

企画政策課
995-1804

■市政報告

　裾野市の現状とこれからのまちづくり

� 裾野市長　髙村�謙二

■基調講演
　Be�Creative!
　創造思考が導く新たな都市経営像
大道芸ワールドカップ in 静岡プロデューサー
� 甲賀�雅章�氏
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都市ビジョン「田園未来都市」の具体化に向けて
みらい会議 新総合計画キックオフシンポジウムを開催
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みんなで創る田園未来都市・裾野
これからまちづくりを進めるためには “将来こうなったらいいなぁ ”と思い描く都市ビジョンが必要です。
市では平成 27年度～平成 28年度にかけて行った「まち・ひと・しごと創生会議」や第４次総合計画後期
基本計画策定のための「みらい会議」で、市のビジョンを示すキーワードを定めました。それが「田園未来
都市」です。
裾野市を改めて眺めてみれば、都心からも程近く、富士山・箱根山・愛鷹山などの緑豊かな自然が身近に
ある環境の中、世界的な企業が集積しつつある「まち」となっています。まさに、21 世紀の「田園都市」
となる可能性が秘められています。新たなビジョンを掲げ、市民の皆さんとともに未来思考で「まちづくり」
を進めたいと思っています。

平成 29年度の論点
「田園未来都市」とは、具体的にどのような都市像なのか！？

市では、都市のコンセプトに掲げる「田園未来都市」の具体化な都市ビジョンへの落とし込みに向けて、
平成 29年度の論点として “「田園未来都市」とは、具体的にどのような都市像なのか ”を、引き続き開催
する「みらい会議」などを通じて議論していきます。
クリエイティブで創造しい皆さんのお力添えをお願いします。

♦みらい会議など「田園未来都市」に関する議論の情報は、市公式ウェブサイトでご案内していき
　ます。　 http://www.city.susono.shizuoka.jp/shisei/11/2/3224.html



▶東回り
バス停 ★１便 ★２便 ３便 ★４便 ５便

裾 野 駅 ７：１4 ９：45 １１：２5 １4：１０ １６：１０
三 菱 前 ７：１8 ９：4９ １１：２９ １4：１4 １６：１4
麦 塚 口 ７：１９ ９：5０ １１：３０ １4：１5 １６：１5
南 小 学 校 前 ７：２２ ９：5３ １１：３３ １4：１8 １６：１8
水 窪 ７：２７ ９：58 １１：３8 １4：２３ １６：２３
新 愛 鷹 橋 ７：２8 ９：5９ １１：３９ １4：２4 １６：２4
富 沢 ７：３１ １０：０２ １１：4２ １4：２７ １６：２７
桃 園 ７：３5 １０：０６ １１：4６ １4：３１ １６：３１
花 園 橋 ７：３６ １０：０７ １１：4７ １4：３２ １６：３２
裾 野 二 本 松 ７：３７ １０：０8 １１：48 １4：３３ １６：３３
裾野西小学校入口 ７：３8 １０：０９ １１：4９ １4：３4 １６：３4
佐 野 ７：３９ １０：１０ １１：5０ １4：３5 １６：３5
裾 野 高 校 入 口 ７：4２ １０：１３ １１：5３ １4：３8 １６：３8
裾野赤十字病院 ７：44 １０：１5 １１：55 １4：4０ １６：4０
鈴木図書館入口 ７：44 １０：１5 １１：55 １4：4０ １６：4０
裾 野 駅 ７：4９ １０：２０ １２：００ １4：45 １６：45

▶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

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。JR のダイヤ改正に合わせ、富沢・桃園循環東回りと、茶畑・平松
循環西回りのダイヤを改正しました。

富沢・桃園循環

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 １７：０３
三菱アルミ − 8：54 １０：２９ １３：３4 １5：２4 １７：０７
麦 塚 − 8：5６ １０：３１ １３：３６ １5：２６ １７：０９
本 茶 − 8：5７ １０：３２ １３：３７ １5：２７ １７：１０
道 上 − 8：58 １０：３３ １３：３8 １5：２8 １７：１１
向田小学校前 − ９：００ １０：３5 １３：4０ １5：３０ １７：１３
鈴 原 − ９：０１ １０：３６ １３：4１ １5：３１ １７：１4
県営茶畑団地 − ９：０２ １０：３７ １３：4２ １5：３２ １７：１5
青葉台団地 ６：5０ ９：０5 １０：4０ １３：45 １5：３5 １７：１8
県営茶畑団地 ６：5３ ９：０8 １０：4３ １３：48 １5：３8 １７：２１
鈴 原 ６：54 ９：０９ １０：44 １３：4９ １5：３９ １７：２２
向田小学校前 ６：55 ９：１０ １０：45 １３：5０ １5：4０ １７：２３
裾野東中学校入口 ６：5６ ９：１１ １０：4６ １３：5１ １5：4１ １７：２4
裾野市民体育館前 ６：58 ９：１4 １０：4９ １３：54 １5：44 １７：２７
裾野赤十字病院 ６：5９ ９：１5 １０：5０ １３：55 １5：45 １７：２8
鈴木図書館入口 ６：5９ ９：１5 １０：5０ １３：55 １5：45 １７：２8
裾 野 駅 ７：０２ ９：２０ １０：55 １4：００ １5：5０ １７：３３

▶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/

　 kurashi/4/1/3187.html

★……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
JR ダイヤに合わせ時刻表改正



▶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 － － － １０：１６ １5：２8 １8：２8
麦 塚 － ７：45 8：45 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 ９：０4 １０：００ １０：２8 １5：３8 １8：３8
渋谷マークシティ 5 Ｆ 8：4０ ９：4１ １０：4１ １１：３７ １２：００ １７：１０ ２０：１０
バ ス タ 新 宿 ９：０5 １０：０６ １１：０６ １２：０２ １２：２5 １７：３5 ２０：３5

▶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

富岡・深良循環

富士急高速バス（東京行・新宿行）

▶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

※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）

　乗車券は富士急窓口の他、コンビニやインターネットで購入できます。

▶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

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。

企画政策課
995-1804

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 22年４月１日までに生まれた方
対象地区

公文名５区 峰下市の瀬区 切久保区

上原区 上原団地区 原区

上須区 深良新田区 岩波区

千福区 御宿新田区 上城区

中村区 下条区 中里区

田場沢区 森脇団地区 上ケ田区

金沢区 今里区 下和田区

呼子区 矢崎区 トヨタ区

御宿台区 千福が丘区 須山地区全域

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 30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

企画政策課で交付申請を

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

5/15 ～ 5/17 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 15日㈪　9:00 〜 12:00 須山コミセン
５月 16日㈫　9:00 〜 12:00 深良コミセン
５月 17日㈬　9:00 〜 12:00 富岡コミセン

◆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　●パスポート
●顔写真付き住民基本台帳カード
●�自動車運転免許証など官公庁が交付した顔写
真つきの証明書・免許証

【２つ必要なもの】
●健康保険などの被保険者証　●年金手帳など

見本

今年度利用できる助成

券はオレンジ色です。
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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



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。

社会福祉課　 995-1819
介護保険課　 995-1821
健康推進課　 992-5711

※高齢者▶市に住民登録がある 65歳以上の方
サービス名 対　象　者 内　　容 利用者の負担 担当課

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

―

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。

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
の会員を派遣します。

1時間 100円と
派遣者の交通費を負担
してください。

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。

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人につき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日時点で市内に住民登
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

とう
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 高齢者のみ世帯

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

10万円を支給します。 ―

地区サロン向上
事業

高齢者の方

閉じこもり予防や介護予防のための交流や運
動を行います。

―
脳いきいき
運動教室

認知症予防のための脳トレや講話、ストレッ
チや筋力アップの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

13
2017.5.1

高齢者在宅福祉サービス
一人暮らしでも安心

特集８



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。米の価格を安定させるため米
の生産量の調整、食料自給率・自給力の向上を図るため水田を活用した
戦略作物の本作化などを実施した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３日間行います。申請書類は、部農会を通
じて配布します。

農林振興課
995-1823

畑作物の直接支払交付金

対象作物／麦・大豆・そば・なたね
交付要件／対象作物を生産・販売している認定農業者、
集落営農、認定新規就農者
交付方法・単価　
数量払、面積払のうち、いずれかの金額の高い方の
み交付されます。
●数量払
当年産の出荷・販売数量と、作物ごとの品質に応じ
て交付されます。
※販売・品質を証明する伝票・出荷票の写しや出荷契
約書の写しが必要です。
●面積払（営農継続支払）　
対象作物の当年産の作付面積に基づき２万円 /10
アールで交付されます。
※そばは、１万３千円 /10 アール

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 ３万５千円 /10アール
加工用米 ２万円 /10アール
WCS用米 ８万円 /10アール

米粉用米・飼料用米
５万５千円〜
10万５千円 /10アール
※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 １万円 /10アール

芝・種苗・景観作物・なたね ６千円 /10アール
※登記地目が田の地目でそばを作付する場合、２万円
/10 アールの追加配分（二毛作は１万５千円 /10
アール）

交付要件
水田で対象作物を生産し、販売していること。
※販売実績を証明する出荷伝票、出荷契約書などの写
しが必要です。

米の直接支払交付金

交付要件／米の生産数量目標に従って主食用米・酒米
を生産・販売していること。
※販売実績を証明する出荷伝票などの写しが必要です
が、水稲共済加入者は販売農家と見なされるため、
伝票の提出は不要です。
県東部農業共済　駿東事業所　0550-82-3038
交付方法・単価
●定額交付
　７千５百円 /10 アール
　作付面積から自家消費・縁故米相当として 10アー
ルが控除されます。
※平成 30年度産米から廃止

申請の方法

交付申請書と営農計画書に必要項目を記入し提出し
てください。共済に加入している方と、昨年度申請し
た方には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、お問い合わせください。
相談会

５月９日㈫ 13:30 〜 16:00 須山コミセン 2階
小会議室

５月 11日㈭ 10:30 〜 16:00 市役所 401会議室

５月 12日㈮ 16:00 〜 19:00 市民文化センター
33会議室

持ち物／営農計画書、交付申請書、はんこ、通帳のコ
ピー（新規・口座変更の場合）
申請期限／５月 12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、別途ご案内します。
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経営所得安定対策の申請は５/12 ㈮まで
市内３カ所で相談会を３日間開催



自分の健康づくりに
役立てながらマイルを貯めよう

　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。
対象／平成 29 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

すその健康マイレージカードの作り方
本紙掲載のカードを切り取り、使用してください。
カードは、市役所での発行や市公式ウェブサイトから
ダウンロードすることができます。６月上旬に発送す
る健康診査受診票にも同封します。
発行期間／平成 30年２月 16日㈮まで
発行場所／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

すその健康マイレージは、健康や講座、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。

健康推進課
992-5711

マイルの貯め方
市が主催している教室や相談・健診・ボランティア
などに参加したり、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りした場合にマイルが貯まり
ます。詳しい内容は、16ページの表をご覧ください。
マイル付与期間／平成 30年 2月 16日㈮まで
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 30年 2月 23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）
②ふじのくに健康いきいきカード（提示すると県内の
協力店で優待を受けるカード）
２枚目以降のカードを達成した方
達成者受付時に希望があれば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。
※２枚目以降景品抽選の実施は健康推進課で行います。
当選者へは後日連絡しますので、取りに来てくださ
い。
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 30年３月１日㈭

『すその健康マイレージ』の参加者募集
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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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29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 29年４月 24日〜平成 30年２月 16日
景品と交換する期間
平成 29年４月 24日〜平成 30年２月 23日
景品抽選日
平成 29年７月 13日、11月 16日
平成 30年３月 1日



マイルの貯め方

スタート時の加算マイル

対象 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

対象 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▶さらに 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月受診のマ
イルは付与されま
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▶各 2マイル
肝炎・前立腺・子宮・乳がん検診▶各 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カ月継続者にさらに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

対象 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りません。
誰でも参加できる他市町や県主催の事
業や、企業などが主催する事業も対象
です。
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
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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。

✂

✂



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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

にこにこキャラバン
“ 西地区の巻 ”

民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。
５月 23日㈫　10時～ 12時
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

地域の子ども会活動を支援

今年度、社会教育振興事業費補
助金交付要綱が制定されました。
複数の子ども会が合同で行う事業
を補助します。
対象事業／スポーツ・レクリエー
ション活動、ボランティア活動、
野外活動、その他の学習活動
対象経費／報償費、旅費、消耗品
費、賄材料費、印刷製本費、役
務費、使用料・賃借料、その他
特に市長が認めるもの
補助額／補助対象事業に要する経
費の２分の１以内
生涯学習課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
補助は、予算の範囲内で行いま
す。
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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

国際博物館の日記念事業

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

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。
５月 20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

暮らしのガイドブックを配布

行政情報と生活に関連する情報
をまとめた「裾野市暮らしのガイ
ドブック」を、市と株式会社サイ
ネックスとの官民協働事業として
作成、発行します。
５月中旬から市内各世帯へ戸別
配布（ポスティング）を行います。
一定の区域ごとに配布するため、
地域によって配布日が異なります
のでご了承ください。
５月中旬～
発行、配布の費用は広告収入で
賄っていますので、費用を請求
されることはありません。
戦略広報課　995-1802

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 25日㈭
　10時 20分～ 11時 30分
福祉保健会館３階研修室
昭和 22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

夏の野鳥観察会

富士山資料館周辺で見られる夏
の野鳥を観察します。申し込みは
不要です。当日直接会場へお越し
ください。
６月４日㈰　9時30分～14時
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）
300 円
双眼鏡または望遠カメラなど
（お持ちの方）、昼食、飲み物
●駐車場は、館東側の第２駐車
場をご利用ください。●雨天の
場合は、学習会になります。
富士山資料館　998-1325
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工業統計調査を実施
対象は製造事業所

全国一斉に平成 29年工業統計
調査が、従業者４人以上の全ての
製造事業所を対象に実施されます。
この調査は、日本の工業の実態を
明らかにすることが目的です。各
事業所へ調査員が伺いますので、
ご理解、ご協力をお願いします。
基準日／平成 29年６月１日㈭
５月～６月
従業者４人以上の全ての製造事
業所
企画政策課　995-1804

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、会場周辺の道路で交通
規制が行われます。
５月 14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）

議会報告会

５月 13日㈯　９時～ 12時
市役所４階 401 会議室
●３月定例会での予算審査の内
容報告●常任委員会ごとにワー
クショップ形式で市民の皆さん
と意見交換
議会事務局　995-1839

市民無料相談

５月 22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

深良コミュニティセンター
リニューアル工事

深良コミュニティセンターは、
６月中旬ごろから耐震補強などの
リニューアル工事を行います。工
事期間中は、施設を使用できませ
ん。
支所の業務は、福祉保健会館で
行いますが、各種証明書の発行や
届け出の受け付けなどは行いませ
ん。市役所や富岡支所などをご利
用ください。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解・ご協力をお願いし
ます。
工事期間／６月中旬ごろ～平成
30年３月中旬ごろ
深良支所　992-0400

五竜みどりまつり

５月 20日㈯　９時～ 16時
　　　21日㈰　９時～ 15時
中央公園
模擬店、植木展示即売、動物ふ
れあい広場、ステージなど
観光協会　992-5005

B 型肝炎予防接種費用を助成

昨年 10月１日からB型肝炎予
防接種が定期予防接種に追加され
ました。通常よりも接種可能期間
が短かった、対象の子どもの接種
費用を助成します。
市に住民登録のある平成 28年
４月１日～８月 31日に生まれ
た、B型肝炎予防接種を３回実
施していない方
実施方法／持ち物をお持ちの上、
健康推進課へ申請してください。
申請後、接種券と母子健康手帳
をお持ちの上、指定医療機関で
接種を受けてください。
申請書（健康推進課で配布）、
母子健康手帳、はんこ（認め印
可）、B型肝炎予防接種券（対
象者には郵送済み）
９月 30日㈯
●申請後、期間内に接種できな
かった場合、助成を受けること
ができません。●この予防接種
は、１歳になるまで定期予防接
種の対象です。
健康推進課　992-5711
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県東部法律会館竣工記念
無料法律相談

５月 13 日㈯・20 日㈯　10 時
～ 15時　※受付▶ 14時まで
県東部法律会館（沼津市御幸町）
県東部法律会館　931-1848

グランドをワイドに使う・
ラグビー教室

５月13日～７月22日の毎週㈯
　９時～ 11時（全 11回）
運動公園やすらぎの広場、総合
グラウンドCなど
市内に住んでいる方
市民体育館にある申込用紙に記
入し、提出してください。
ラグビーフットボール協会
One�for�All（所）
997-3902、090-4793-4860

市民大学教養講座

５月 26日㈮　14時～ 17時
　※受付 13時 30分～
生涯学習センター２階学習室１
市内に住んでいるか通勤してい
る方で、昨年度の市民大学教養
講座を受講していない方
50人（先着順）
「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～総働と小規模多機
能自治のすすめ～」がテーマの
講演とグループワーク
講師／川北秀人さん
1,000 円（資料代を含む）
生涯学習課　992-3800

婦人バレーボール大会
参加チーム

７月２日㈰　９時 30分～
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
社会人の女性　※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
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加料を
添えてお申し込みください。
５月 18日㈭
　～６月 18日㈰
市スポーツ祭

　運営委員会
　993-0303

平成 30 年成人式実行委員会

平成 30 年１月７日㈰に開催す
る成人式の企画や運営に参加する
実行委員を募集します。
平成９年４月２日～平成 10年
４月１日に生まれた方で、６月
から生涯学習センターで開催す
る実行委員会に出席できる方
20人程度
生涯学習課へ電話またはメール
でお申し込みください。メール
の場合、件名を「裾野市成人式
実行委員申込」とし、本文に住
所・氏名・電話番号を明記して
ください。
６月 30日㈮
生涯学習課　992-3800
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

平成 29年 10月１日採用
市職員（土木技師・保健師）を募集
職　種 定　員 内　容

土木技師 若干名 土木に関する業務に従事します。

保健師 １人程度 保健に関する業務に従事します。

試験方法／●第１次試験▶教養試験、適性試験、専門試験、口述試
験●第２次試験▶小論文、口述試験
申込書の配布場所／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。
申込書と受験票に必要事項を自筆で記入し、人事課へ提出してく
ださい。　※郵送可
５月 31日㈬
人事課　995-1806　〒 410-1192　佐野 1059

19
2017.5.1



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 公的機関を名乗って「払いすぎた医療費の還
付がある。返金のため、カードと通帳をもっ

て ATM へ行ってほしい」と電話がかかってきた。
ATM の前で教えられた番号に電話し、指示どおりに
操作して還付の手続きをした。通帳を確認すると還
付はなく、相手に送金したことになっていた。返金
してほしい。

Ａ 市役所や社会保険事務所などの職員を名乗り、
医療費などの還付金手続きのためにATMへ

誘導して送金させる還付金詐欺の相談が寄せられて
います。「期限が今日まで」などとせかし、冷静な
判断や周囲に相談する余裕を与えません。一度払っ
てしまうとお金を取り戻すことは極めて困難です。
公的機関の職員が還付金の受け取りのためにATM
へ行くよう電話をすることはありません。不審に
思ったときは、すぐに警察署や市役所、消費生活セ
ンターにご相談ください。

「クーリグ・オフ」ってなに？
クーリング・オフは、消費者が訪問販売や電話勧
誘などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商
法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした
場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を
解除できる制度です。この制度を利用するときは、
必ず書面で手続きしましょう。分からないときは、
消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフできる取引と期間
●契約書面や申込書面を受け取った日から８日間
　▶訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続
的役務提供（エステ、学習塾など）

●契約書面や申込書面を受け取った日から 20日間
　▶連鎖販売取引（マルチ商法）、業務提供誘引取
引（内職商法、モニター商法など）

ラグビー日本代表戦
チケットプレゼント

６月 17日㈯にエコパスタジア
ム（袋井市愛野）で開催されるラ
グビー日本代表 vs アイルランド
代表の観戦チケットを、小・中学
生にプレゼントします！
市内に住んでいる小・中学生80
人と同伴者（18歳以上）※同伴者
は小・中学生１人につき１人まで

生涯学習課にある応募用紙に必
要事項を記入し、直接または郵
送、ファクス、メールで提出し
てください。　※応募用紙は市
公式ウェブサイトからダウン
ロード可
５月 17日㈬（必着）
小・中学生だけ、または18歳以
上の方だけの応募はできません。
生涯学習課　992-3800
992-4047
taiikukan@city.susono.shizu
oka.jp
〒 410-1102�深良 435

普通救命講習会

５月 28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。
５月 27日㈯
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

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

５月の健康コーナー

日（曜日） 時　間
 ９日㈫　 17:00 ～ 19:45
16日㈫※  9:00 ～ 11:30
24日㈬　 13:00 ～ 15:30
30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※
８・15・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

 ９日㈫ ９:00～ ９:30
12日㈮18:00～18:30
19日㈮ ８:45～ ９:00

初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

15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

８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

10日㈬・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

８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 6

外科 内科 整形 内科 内科 内科
7 8 9 10 11 12 13

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

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

整形 整形 内科 内科 内科 整形 外科
28 29 30 31

内科 整形 内科 内科
※13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

９日㈫
９:00～９:15

平成28年11月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫
13:00～13:30

平成27年10月
生まれの方

２歳児
親子教室

23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

11日㈭
13:00～13:15

平成26年11月
生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭
13:00～13:30

平成26年４月
生まれの方
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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

５月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 頴川医院 921-5148 高島本町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

17 ㈬ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

19 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

21 ㈰

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

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

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

22 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

25 ㈭ 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

26 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

27 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

28 ㈰

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

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇

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 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

５月後期

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

21 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

梶歯科医院
994-1344 石脇　　

28 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

木村眼科
967-4611 原　　　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

日 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

30 ㈫ 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 田中医院 921-2053 高島町

31 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 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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NAVI

行方不明者の扱い

身分制社会の中で取り締まりの厳しかった江戸時
代、行方不明者が出ると村も親族も大変な思いをし
ました。左下は家出人の報告書で主な内容は、「息
子夫婦がいなくなり心あたりを捜したが見つかりま
せん。村役人を通して小田原藩に伺いを立てたとこ
ろ、代官から再度捜すように言われ、方々を訪ねた
が分かりません。ぜひ帳外にしてほしい」です。右
下は藩の記録で、「22 歳の女子が欠

かけ
落
おち
（駆け落ち）

をし、今もって行方が分かりません。兄をはじめ親
類一同久離を願い出ています」と書かれています。
久離とは肉親の縁を絶つことで、帳外とは人別帳
から除くことをいいます。縁を切っておかないと、
行方不明者が犯罪を起こすと身内が罰を受けること
になります。帳外になると戸籍を抹消されてしまい、
無宿者となります。

（須山区有文書）

玉置浩二　ALL TIME BEST 「30」
〜 30th Anniversary Tour 2017 〜

と　き／８月19日㈯　17時30分～　※開場▶17時
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 7,560 円（１人６枚まで）
　　　　※４歳未満の子どもは入場できません（４

歳以上チケット必要）。
発売日／５月 20日㈯　電話▶ 13時～
　　　　窓口・ウェブサイト▶９時～

※アザレア友の会は、５月 13日㈯に先行
発売します。

　　　　※各プレイガイドでも発売します。

２月 13日㈪に静岡市や沼津市で技能グランプリ
が行われました。芹澤さんは、紳士服製作の競技に
初めて出場し、見事優勝。厚生労働大臣賞を受賞し
ました。
技能グランプリの競技の制限時間は、２日間で

10時間。競技では、事前に用意した背中や前身頃と、
会場で裁断した襟などの部品を縫い合わせ、背広を
仕立て上げます。芹澤さんは「時間が短いため、失
敗した場合にやり直す時間がありません。難易度の
高い袖の部分は、集中して一発で付けることができ
たのでよかったです。あと 30分、仕上げの時間が
欲しかったです」と振り返ります。経験者の出場が
多い中、優勝することができ「世話になった方々に
恩返しができたと思います。ほっとしました」と笑
顔を見せてくれました。
岩手県出身の芹澤さんは、20 代のときに裾野市
へ移住し、修行を始めました。東京などでの修行を
経て、先代の始めた「セリザワ洋服店」で紳士服や
学生服を 40 年以上作り続けています。「１人１人
の体型に合わせて洋服を作り上げます。体型が変わ
ればお直しができるので長く着ることができます」
とハンドメイドの洋服の魅力を語ります。
芹澤さんは「洋服を作るための勉強に終わりはあ
りません。これからもお客さんが満足してくれる洋
服を作り続けます」と力強く語ってくれました。

厚生労働大臣賞を受賞
セリザワ洋服店　芹澤　國夫さん（滝頭）

5月の休館日
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪
29日㈪

家出人の報告 欠落の記録
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住　所

氏　名

平成29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30年3月31日（土）
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。

No.1333

5.15
2017

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 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 パートナーシップ助成補助金
p07 集中豪雨などによる災害に
　　 備えましょう
p08 あなたを狙う悪質商法
p09 田畑の防護柵に上限45,000円を補助
p10 フォトグラフ
p12 6/1～6/7は水道週間

４月 23 日　深良用水まつり
通水記念仮装行列

今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



ヘルシーパーク裾野
源泉 100％の温泉で疲労回復！ 美容効果も

特集１

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。

ヘルシーパーク裾野　 965-1126　　健康推進課　 992-5711

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19日㈪～22日㈭
●年末年始（12月31日㈰～１月１日㈪）

広報すその平成29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

源泉名／すその美人の湯　裾野３号
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
泉　温／ 41.3 度
水素イオン濃度（Ph）／ 7.7（弱アルカリ性）
湧出量／毎分 170 リットル
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
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

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　※祝日の場合は営業。その他お盆期
間などは、営業する場合があります。

　●６月19日㈪～22日㈭、12月31日㈰～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。
●木曜日と日曜日以外は、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。



健康診査を受けましょう！
がん検診と成人歯周疾患検診

特集２

健康推進課
992-5711

健康はあなたの財産です。年１回の健康診査
で、病気を早期に発見しましょう。４月１日時
点で、市に住民登録がある方（御殿場市神山の
一部の方を含む）で（表１）の対象年齢の方へ
受診票を送付します。受診票が届かない方は、
健康推進課へご連絡ください。

　　がん検診など
とき／ 6 月 12 日㈪～ 10 月 31 日㈫
※期間中、各健康診査の受診はそれぞれ１回のみ
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。　※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）
⑤今年度、無料クーポン券をお持ちの方

健康診査種別 対象年齢
子宮頸

けい
がん検診 今年度21歳の方

乳がん検診 今年度41歳の方

⑥肝炎ウイルス検診の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。
その他／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。

　　成人歯周疾患検診
とき／６月 12 日㈪～ 11 月 30 日㈭
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。　※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。６
月 12 日㈪～ 10 月 31 日㈫は、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）
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。
（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

前立腺がん検診 50歳以上 600円
大腸がん検診 40歳以上 500円
肺がん検診 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 60歳以上※2 1,800円

乳がん検診
①エコー
②マンモグラフィ
※3　

①30歳～39歳 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

がん検診 20歳以上

700円
（頸部のみ）
1,100円

（頸部＋体部）

成人歯周疾患検診

70歳 無料
36歳・38歳・40歳・
42歳・44歳・46歳・
48歳・50歳・55歳・
60歳・65歳

500円

※１　特定健診と同時受診▶ 400 円
　　　単独受診▶ 600 円
※２　60 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
　　　対象者はマンモグラフィを受診できます。
※４　60 歳以上の方（１方向撮影）
※５　40 歳～ 59 歳の方（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

検診後の歯科相談や成人健康相談などを行って
います。健康推進課に予約してください。
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特集３

健康と歯のフェスティバル
第 39 回よい歯をつくる親子のつどい

健康推進課
992-5711

今年から、毎年 11月のふれあい健康まつりで行っていた健
康部門を独立させ、健康と歯のフェスティバルと統合し、同時
開催します。口のことや体のことなど自分の健康と向き合いま
しょう。

イベント概要

とき／６月 10 日㈯
式典 ▼ 10 時～ 10 時 30 分
催し物 ▼ 10 時 45 分～ 15 時 30 分
ところ／市民文化センター
内容

●歯科医師による無料相談
●親子で工作～お口によいおもちゃ作り～
●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
●お口の細菌を見てみよう、お口の酸性度を調べよう
●むし歯のできやすさチェック
●健康機器での測定（骨密度・体組成・血管年齢・

血液さらさら・足裏チェック・肌の健康）
●健康くらぶ 簡易体力測定
●薬の相談（沼津薬剤師会）
●健康情報コーナー（しずおか健康いきいきフォー

ラム 21）
●５歳児（年長児）むし歯のない児・治療完了児の表彰

対象／市内通園先の幼稚園・保育園の歯科検診で
むし歯がなかった年長児、または検診後から６
月５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
園している子どもも対象です。表彰を希望する
方は、６月５日㈪までに健康推進課へご連絡く
ださい。

内容／健康と歯のフェスティバルの「５歳児賞状
コーナー」で、賞状と記念品を進呈します。記
念抽選会もあります。

●３歳児認定証交換
対象／平成28年度３歳児健診で、むし歯のなかっ

た児
内容／平成 28 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（ハガキ大）を大きな
認定証に交換し、記念品を進呈します。

コンクールの募集とポスター展示

○噛むカムケア８
はち
０
まる
２
にい
０
まる
コンクール

対象／市内に住んでいる 80 歳以上の方で 20 本以上
自分の歯がある方（誕生日が昭和 12 年４月１日以
前の方）
内容／式典で賞状と記念品を進呈します。
○７

なな
０
まる
２
にい
０
まる
認定

対象／市内に住んでいる 70 歳以上の方で 20 本以上
自分の歯がある方（誕生日が昭和 12 年４月２日～
昭和 22 年４月１日の方）
内容／式典で認定証と記念品を進呈します。

8020 コンクール・7020認定
●市内の歯科診療所で事前歯科検診が必要です。

５月１日㈪～ 27 日㈯に検診を受けてくださ
い。対象になった方には、検診を実施した歯
科診療所からフェスティバル当日の案内をお
渡しします。

●５月 31 日㈬までに式典への出欠を健康推進
課へご連絡ください。

○歯と口の健康週間にちなんだ図画・ポスター・標語
　市内の保育園、幼稚園、小・中学校、高校へ募集し
た、歯と口の健康週間にちなんだ作品を展示します。
展示期間／６月３日㈯～８日㈭　９時～ 15 時

６月 10 日㈯　10 時 45 分～ 15 時 30 分
※６月５日㈪は休館日です。９日㈮の展示はありま
せん。
展示場所／市民文化センター２階展示室
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特集３

平成29年度 歯と口の健康週間標語
「おいしい」と「元気」を支える 丈夫な歯

毎年６月４日からの１週間は、むし歯予防の日とい
われ、「歯や口の健康週間」が実施されています。

近年の日本人の平均寿命は男性 80 歳、女性 87 歳で、
今や世界一の長寿国です。それに伴い、80 歳まで 20
本の歯を保とうという「8020 運動」も行われるよう
になりました。
―――なぜ、残したい歯の数が20本と
　　　いわれるのでしょうか。

ほとんどの食べ物を噛み砕いて食べるためには 20
本の歯が必要だからです。お口の健康は全身の健康に
つながります。多くの皆さんは風邪には感染しまいと
予防接種を受けたり、手洗いやうがいをしたりして、
菌に感染しないように気をつけますが、お口の中にい
る菌については無関心な方が多いのが現状です。

口腔内に生存している歯周病菌はあなたの唾液と共
に体内に入り続けていきます。誤

ご
嚥
えん

で唾液が気管に入
ると、菌が肺で増殖して肺炎の原因となります。また、
歯周病菌が血液に入って全身を回り、糖尿病や動脈硬
化を引き起こす原因となるという研究結果も発表され
ています。

歯周病を治すことにより、身体の健康を取り戻した
り、お年寄りが入れ歯を装着してよく噛むようになる
と、姿勢が良くなったり、肩こり、腰痛が改善して歩
行ができるようになったりした事例もあります。

歯周病は、皆さんの健康に大きく関わるものだとい
うことを知ってください。

お口の衰えは身体全体の
衰えにつながります。

衰えの始まりは、滑舌が悪くなり、むせることが増
えたり、口腔乾燥で物が食べにくくなったりして現れ
ますが、なかなか気付かず見逃されやすいものです。

より充実した楽しい人生を過ごすためには、世代別
のお口の管理はどのように行
うとよいでしょうか。
今のあなたにできることは、
どんなことでしょうか。

【高齢期の方】
歯の数が少なくなり、食べ物を噛みにくくなったり、

発音がしにくくなったりします。お口の機能を回復す
るために、入れ歯やインプラントなどで歯の抜けた所
を補いましょう。唾液の分泌促進については、かかり
つけの歯科医院に相談してみましょう。

【青年期の方】
歯周病の初期段階である歯肉炎が始まります。放置

して進行させてしまわないように、しっかり手入れを
しましょう。喫煙は歯周病をおこす危険因子です。
【学童期の方】

生え始めの永久歯はむし歯になりやすいので、十分
気を付ける必要があります。食べたら磨く習慣を身に
つけましょう。間食は大切なエネルギー源ですが、だ
らだらと甘いものを食べることは避けましょう。　

生まれたとき、人のお口の中は無菌状態です。

食べ物の口移しなどで大人の唾液からむし歯菌が子
どものお口に入り、増殖してむし歯を作ってしまいま
す。80 歳になっても 20 本の歯を維持するためには、
初めて歯が生えたときから、歯を大切にすることが必
要です。

歯の健康を守るための最初の一歩！
が幼児期です。

【幼児期の方】
乳歯は歯の表面が薄く柔らかいために、永久歯より

もむし歯の進行が早いです。だらだら食べは避け、甘
いものはなるべく与えないようにしましょう。歯磨き
習慣を付ける第一歩ですが、必ず大人による仕上げ磨
きをしましょう。歯の質を丈夫にし、むし歯菌への抵
抗力を高めるために、歯科医院でのフッ素塗布が効果
的です。
何歳になっても楽しく美味しく何でも食べられるこ
とは、人生を豊かなものにしてくれます。少しの努力
が大きな幸せを呼んでくれます。

　歯や口の健康週間に身体の健康とともに、お口
の健康について考えてみましょう。

しぶやデンタルクリニック
� 歯科医師　渋谷�哲勇�先生歯の健康と身体の健康
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特集４

パートナーシップ助成補助金 最大50万円
地域の活性化などに取組む団体を募集

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及ぶもの
・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

次のいずれにも該当する団体が対象です。
①構成員が５人以上で、その過半数が市内に住んでい

るか、通勤・通学している団体
②市内に活動拠点があり、市内で活動している団体

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
12万５千円未満 10/10 以内 10万円
12万５千円以上 ４/５以内 50万円

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

●深良用水まつり
●富士山一周国際駅伝での裾野市ＰＲイベント
●ママのための防災講座

地域の活性化や課題解決に向けた自主的な活動に補
助を交付します。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

深良用水まつり

◀ママのための
　防災講座

富士山一周▶
国際駅伝
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特集５

集中豪雨などによる災害に備えましょう
適時適切な避難を行うために、家族や地域で確認を！
水害や土砂災害から自らの命、家族の命を守りましょう。梅雨の
時期は大量の水分が土にしみ込み、土砂災害が発生する危険性が高
くなります。適時適切な避難を行うために、危険箇所や避難情報を
あらかじめ確認しておきましょう。

危機管理課
995-1817

土砂災害からの避難のポイント

集中豪雨などによる土砂災害からの避難のポイント
は、「風雨が強くなる前に土砂災害の危険区域から避
難する」ことです。避難を効率的に行うため、日ごろ
から家族や地域で確認しておきましょう。

自宅周辺の危険区域は？

市で作成している「土砂災害ハザードマップ」「黄
瀬川・大場川洪水ハザードマップ」を確認してくださ
い。河川が氾濫した場合にはどのくらい浸水してしま
うのか、土砂災害が起こり
やすい場所はどこか、自宅
や学校・職場などにどのよ
うな危険があるのかなどを
確認しましょう。

避難に関する情報

市から発令される避難情報を確認しましょう。

まもメールに登録を！～緊急情報を配信～
まもメールは、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。
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
J-ALERT 情報 ▼ 緊急地震速報、地震情報、

火山情報、気象情報（警報、記録的短期間
大雨情報、土砂災害警戒情報）

●まもメール
http://www.city.susono.shizuoka.jp/
kurashi/6/7/1/3225.html

※登録していない方は、この機会にご登録く
ださい。市公式ウェブサイト内にある「ま
もメール」のバナーをクリックすると登録
画面にアクセスできます。画面表示に従っ
て登録してください。

スマートフォンからの登録は
こちらから▶

避難準備・高齢者等避難開始
避難勧告や避難指示（緊急）を発令することが

予想される場合
・いつでも避難ができるよう準備をしましょう。

身の危険を感じる方は、避難を開始しましょう。
・避難に時間を要する方（高齢の方、障がいのあ

る方、乳幼児など）は避難を開始しましょう。

避難指示（緊急）
災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的

被害の危険性が非常に高まった場合
・まだ避難していない場合は、直ちにその場から

避難しましょう。
・外出することでかえって命に危険が及ぶような

状況では、自宅内のより安全な場所に避難をし
ましょう。

地図情報総合サービスで防災情報を確認できます
市公式ウェブサイト内にある「地図情報総合

サービス」のバナーをクリックすると防災拠点の
場所や、急傾斜地崩壊（特別）警戒区域、土石流

（特別）警戒区域を確認できます。
●地図情報総合サービス

http://www2.wagmap.jp/susono/Portal
「防災情報」からアクセスしてくだ
さい。
スマートフォンからの閲覧は
こちらから▶

避難勧告
災害による被害が予想され、人的被害が発生す

る可能性が高まった場合
・避難場所へ避難しましょう。
・地下空間にいる方は、速やかに安全な場所に避

難しましょう。
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特集６

契約はよく考えて慎重に！ あなたを狙う悪質商法
困ったときは消費生活センターへ

最も多かった相談は
通信サービスに関する相談

昨年度は、消費生活相談が 435 件、個人情報に関
する相談が 2 件ありました。一番多かった相談は、
通信サービスに関する相談でアダルト情報サイトや出
会い系サイト、プロバイダの変更や光回線の転用など
が 91 件ありました。次は金融、保険に対する相談で
多重債務に関する相談の他、ファンド投資商品や生命
保険などが、43 件となっています。その他に、敷金
返還トラブル、健康食品、訪問買取り、医療費の還付、
車など多種多様な相談が寄せられました。

通信販売のトラブルが年々増加

購入方法別にみると、通信販売のトラブルが年々増
加しています。これはスマートフォンやパソコンの普
及とともに、インターネットが身近になったというこ
とがあります。消費者が SNS を見て、健康食品や化
粧品を「おためし価格」や「初回無料」とあったので
申し込んだら定期購入だった、サイトから商品を申し
込んだら届かなかった、偽物が届いたなどのトラブル
が目立ちます。メールでの不当請求も増加しています。

インターネットは相手が見えないので、慎重に対応
してください。

全体の 60％が 60歳以上の方の相談
不当請求や勧誘電話などのトラブル

年齢別をみると 60 歳以上の方の相談が 262 人
（60％）で、60 歳代が 96 人、70 歳以上が 166 人となっ
ています。心当たりがないサイト料金の請求や医療費
の還付金の電話があったなど不当請求の相談や貴金属
の訪問買取りの勧誘電話のトラブルが多く寄せられま
した。高齢化社会の進展に伴い、高齢者を狙う悪質商
法が後をたちませんので、注意してください。

ちょっと待って、その契約大丈夫？

消費者を取り巻く環境は、めまぐるしく変化してい
ます。契約内容も多様化、複雑化しています。勧誘さ
れてもその場ですぐに契約せず、よく内容を確認しま
しょう。内容がよく理解できな
い、不審なときは契約する前に
家族や消費生活センターへ相談
してください。

悪質業者は手を替え、品を替え、次から次へと新たな手口でだま
そうとしてきます。「私は悪質商法にはだまされない」「私は注意し
ているから大丈夫」と思っていませんか。どんなに用心していても、
誰もが消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。被害を防
ぐために、おかしいと思ったときには、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
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野生鳥獣による被害が全国的に深刻化しています。市内でも
シカ、イノシシ、サル、ハクビシンなどによる農作物の被害が
多く報告されています。市では、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

餌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。人間が餌を放置する
と、動物を集落に引き寄せ、被害を激化させる原因と
なります。そのため、収穫しないと決めた野菜などは、
埋めるかコンポストを活用し、すぐに処分しましょう。
熟したまま収穫していない果樹は、果実を処分するか
樹を伐採し、落果した果実も、速やかに処分しましょ
う。

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

人里に慣れさせないことが大切

里に下りてきた野生動物を見て、「かわいい」「めず
らしい」と見過ごし、追い払わずにいると、人なれし
て、次々と人里に足を踏み入れてきます。そのような
事態を防ぐために、次のことを避けてください。
①野生動物を見かけたら、被害に直接関係ない人も含

め、すぐに追い払いましょう。
②野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

防護柵の補助額は原材料費の１/２

市では、有害獣から農作物を自己防衛する農家を支
援するため、防護柵を設置する場合、予算の範囲内で
補助金を交付しています。対象となる柵の種類は決め
られていません。農地の環境や対象となる有害獣にあ
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　～原材料費の１/２～

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。

電気柵の安全確保　～電気柵には触れない、適切な設置を！～

市内では、シカやイノシシなどの有害鳥獣対策のため、田んぼや畑に電気柵
を設置している場合があります。安全確保のため、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 30 ボルト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。
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田畑の防護柵に上限 45,000 円を補助
エサ場の排除と自己防衛が有効
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今月の一枚 This month's best shot

フォトグラフ

Photograph ４月

すそのブランドが大阪へ進出� ４月５日

大阪府泉佐野市と特産品相互取扱協定を締結しました。それぞれ
特産品の販売などの取り組みを進めていきます。当市にはかつて泉
村や小泉村があり、裾野駅は佐野駅という名称でした。両市長は「名
称のつながり、ご縁を大切にしたい」と期待しています。

撮影／県立裾野高校　吉田 祐太さん・運動公園

中央公園管理棟に移転した観光協会の事務所の開所式が雨の中行
われました。「すそのブランドを裾野の土産として買っていただき
たいです」と会長。物品の販売のほか、観光案内所としての機能も
兼ね備え、当市の魅力を発信していく拠点になります。

裾野の魅力発信拠点� ４月１日

ラリー選手権の登竜門。TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャ
レンジの開幕戦が運動公園を拠点に市内で開催されました。県内初
開催とあって、県内外から 5,500 人の観戦者が来場しました。ボ
ランティアが実行支援委員会を組織し、来場のお客様をおもてなし。
記録撮影も裾野高生を含む撮影隊が行いました。

富士山に轟くエキゾースト
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Photograph 2017. ４

障がい福祉をオール裾野で考える� ４月14日

障がい者自立支援協議会の設立総会が開催されました。障がい福
祉に関わる事業者や当事者団体の代表者で組織します。障がいの有
無に関わらず、支え合いの地域の中で、その人らしい生活が送れる
よう、オール裾野で取り組んでいくことを確認し合いました。

あいにくの天気でも大勢の人が� ４月８日

さくらマルシェが市民文化センターで行われました。雨のため、
満開の桜の下での開催とはなりませんでしたが、「さくら」をテー
マにしたお弁当やスイーツなどを販売するブース、手作り小物の体
験や販売ブースが出展し、会場は多くの人でにぎわいました。

春の日差しの中をおみこしが舞う� ４月16日

世界遺産富士山の構成資産の須山浅間神社で春季例大祭が営まれ
ました。境内でお払いした後、笛や太鼓の音色とともに地元の青年
たちがおみこしを担ぎ、家々を訪れました。桜が見頃を迎え、暖か
な春の日差しを浴びながら須山地区内を巡りました。

霧の中で菜の花&桜まつり� ４月９日

富士山すそのパノラマロード菜の花 & 桜まつりが、パノラマ遊
花の里で行われました。あいにくの天気でしたが、菜の花畑は満開。
市内の団体が須山うどんや手作りみそなど地場産物を販売しました。
翌週には、パノラマロードの桜が満開を迎えました。

久根八幡宮で久根吉田神社祭典を開催� ４月８日

吉田神社の祭典が久根八幡宮で行われました。昔、疫病が流行っ
たときに、京都の吉田神社からご神体を授かったことが起源です。
残念ながらあいにくの雨でしたが、桜咲く境内で祈願をした後、久
根地区内を練り歩きました。

楽しい幼稚園生活の始まり� ４月10日

市立幼稚園で入園式が行われました。西幼稚園には 63 人の園児
が入園。お父さんやお母さんと手をつないで、元気な園児たちが初
登園しました。入園式では、鎌野園長がぬいぐるみを使って「いっ
ぱい遊ぼうね」と新入園児に声をかけました。
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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

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引っ越し日（予定日）、引っ越し先
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

届け出（要押印）が必要です。

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）

※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。

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/

　soshiki/2/3/3/6/2322.html
◆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。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／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）、市役所地下（自動販売機）　※箱売りは
上下水道課のみです。

水道料金お客様センター
995-1831
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6/1 ～ 6/7 は水道週間
『あたりまえ そんな水こそ たからもの』第 59 回水道週間スローガン



インフォメーション

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２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

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　

平成 29・30年度　障がい者相談員（敬称略）
障がい者相談員は、豊富な経験をもとに市内の各障がい者団体から推薦された身近な市民相談員です。
心身に障がいのある方、またはその家族などからの悩みや相談に応じ、一緒に問題を考え、解決の手

伝いをします。秘密は厳守します。

身体障がい者相談員　☆は聴覚障がい者のためファクスで対応します。

知的障がい者相談員 精神障がい者相談員

土屋 幸
さち

子
こ

090-7021-8416

勝又 一郎
997-0924

山口 勘五郎
997-0208

山本 美和子
994-1606

片山 正三郎
993-0248

髙杉 香代子
993-1640

髙草 昌子
992-1786

辻村 喜代美
090-7618-6585

☆荻野 政信
992-5503

高橋 善
ぜん

文
ぶん

090-7670-4480

Information

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 401 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

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

６月７日
㈬

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）

６月 21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

障がい福祉課　995-1820
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インフォメーション

Information

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。

６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

　〔静岡総合庁舎別館２階〕
　（静岡市駿河区有明町）
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。

５月 22 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

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。
クレジットカードなどでの支払い
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

富士山世界遺産登録４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４周年を記念し、次の
とおり入館料を無料にします。

６月 25 日㈰
開館時間／９時～ 16 時 30 分
富士山資料館　998-1325

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

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

深良 ６月２日㈮ 生涯学習
センター

須山 ６月６日㈫ 須山コミセン
東 ６月７日㈬

生涯学習
センター富岡 ６月８日㈭

西 ６月14日㈬

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

裾野都市計画案の縦覧

　｢裾野都市計画火葬場の決定｣
の都市計画の案について、縦覧を
行います。
縦覧期間／５月 24 日㈬～６月７

日㈬　８時 30 分～ 17 時 15 分
　※土・日曜日、祝日を除く

裾野市役所まちづくり課
　長泉町役場建設計画課

裾野長泉火葬施設の決定に関す
るもの 
縦覧期間中は裾野市に意見書を
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

勤労者のための貸付制度

貸付利率は、平成30年3月31日
までに貸付を受ける場合の利率で
す。
【勤労者住宅建設資金利子補給制度】

市内に住むための住宅の新築や
増改築、土地や中古住宅を購入
する勤労者の方

利子補給対象限度／１人1000万円
補給期間／最長 10 年
利子給付率／ 0.5％
【勤労者教育資金利子補給制度】

市内に住んでいる勤労者の方で、
自身やその子どもの高校・大学
などの教育費用が必要な方

利子補給対象限度／１人 300 万円
補給期間／最長５年

※在学期間中の据え置き可
利子給付率／ 1.0％

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
　商工観光課　995-1857
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お知らせ

ファミリー・サポート・センターは、子育ての手助けをして欲し
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。子育ての手助けをして欲しい方も参加できます。
当日は、託児を無料で利用できます。
ファミリー・サポート・センター　965-3681

とき 内容 ところ

５月 29日㈪

９:20 ～
10:20 オリエンテーション

裾野消防署
10:30 ～
12:00

保育の心と
子どもの遊び

５月 30日㈫

９:20 ～
10:20

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｣

５月 31日㈬

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

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４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

みしま花のまちフェア

　各種花のディスプレーやワーク
ショップなどを行います。

５月 27 日㈯、28 日㈰ 
　10 時～ 16 時

楽寿園、TMO ホール、大社の
杜みしまなど
三島市農政課　983-2652

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。

５月 31 日㈬
美化センター　992-3210

伊豆中央高校吹奏楽部
第 33回定期演奏会

５月 28 日㈰　14 時～
　開場

▲

13 時 20 分～
三島市民文化会館大ホール

　（三島市一番町）
アルセナール、2017 年度吹奏
楽コンクール課題曲他
 500 円　※前売り

▲

300 円
伊豆中央高校　949-4771

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（オーストラリア）へ派遣します。

８月３日㈭～ 13 日㈰
オーストラリア ビクトリア州

　フランクストン市、クイーンズ
ランド州ケアンズ市
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
●ケアンズ市 ▼観光
約 15 万円　※パスポート発行
手数料や海外旅行保険など個人
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 19 日㈮
参加者は書類選考の他、６月４
日㈰ 13 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
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インフォメーション

Information

食育啓発活動の協賛店舗

地域全体で食育を積極的に進め
ていくため、協賛店舗を募集しま
す。

６月１日㈭～平成 30 年３月
31 日㈯
市内の飲食店や食品の販売店な
ど食に関わる業務を行う店舗 
チラシの配布や食に関する表示

（栄養成分表示など）他
健康推進課　992-5711

認知症予防講演会

６月９日㈮① 13 時 30 分～ 15
時② 15 時 15 分～ 16 時 15 分
生涯学習センター学習ホール
②は①に参加する 65 歳～ 84
歳の方
① 150 人② 100 人（先着順）
①●テーマ

▲
「認知症に強い脳

をつくろう」●講師

▲

宇良千秋
さん（東京都健康長寿医療セン
ター研究所）②スクリーンを用
い て 行 う 脳 の 健 康 チ ェ ッ ク

（ファイブコグ検査）
５月 22 日㈪～
ファイブコグ検査の結果は後日
郵送します。
介護保険課�995-1821

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 1 ｔ
以上 5 ｔ未満）●受験対策

▲

第 2 種電気工事士受験対策講
座（技能）●特別教育・安全衛
生教育

▲

低圧電気特別教育、足
場の組立て等作業従事者特別教
育、刈払機取扱作業者安全衛生
教育●パソコンコース

▲

パソコ

ン入門、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、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
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、書道教室
駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

７月～ 12 月
　13 時 30 分～ 15 時 30 分

市内に住んでいる 65 歳以上
で、全 13 回を通して参加で
きる方
５月 22 日㈪～
汗拭きタオル、水や麦茶など
の水分補給ができるもの、筆
記用具、室内履き
申し込みをする方は、認知症
予防講演会も参加してください。
介護保険課　995-1821

認知症予防のための講話（歯科・栄養）やストレッチ、筋力アッ
プの体操、脳トレなどを行います。

脳いきいき運動教室

ゆったり運動コース
第１、第３木曜日／富岡コミュ

ニティセンター
第２、第４木曜日／福祉セン

ター佐野あじさいホール
各 20 人
しっかり運動コース
第１、第３火曜日／生涯学習セ

ンター
第１、第３水曜日／東地区コ

ミュニティセンター
各 20 人
がっつり運動コース
第１、第３金曜日／市民体育館

30 人
※日程の詳細は、お問い合わせ

ください。
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お知らせ

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。

６月 22 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
６月８日㈭
国保年金課　995-1813

農業基礎研修会

①６月６日㈫②７月４日㈫③９
月５日㈫　９時～（２時間程度）
JA なんすん本店ナックセン
ター２階大会議室（沼津市下香
貫）
新規就農者、定年帰農者、農業
初心者など
①土壌成分の基礎知識講習など
②定番野菜の種類別栽培ポイン
ト、病害虫の総合防除（化学的
／耕種的／物理的／生物的）な
ど

　③生育ステージ別病害虫診断・
登録農薬防除など
JA なんすんにある参加申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。
５月 31 日㈬
JA なんすん営農生活部営農支
援課　933-7008

高齢者保健福祉計画等
策定委員

高齢者保健福祉計画と介護保険
事業計画を策定するため、高齢者
保健福祉の諸施策推進に関心のあ
る方を募集します。
任期／平成 30 年３月 31 日㈯まで

市内に住んでいるか通勤してい
る 20 歳以上の方

若干名
月１回程度の会議への出席
所定の申込用紙に必要事項を記
入し、社会福祉課に提出してく
ださい。　
６月２日㈮
書類選考と面接を行います。
社会福祉課　995-1819

６月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

４日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

10日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

11日㈰ パイピング横山
☎992-3329

17日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

18日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

24日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

25日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

１日㈭ 人権擁護委員の日

４日㈰ 土砂災害・全国防災訓練
わたしの主張裾野市大会

９日㈮〜
26日㈪ 市議会６月定例会

10日㈯ 健康と歯の
フェスティバル

６月　カレンダー

データバンク
５月１日現在

人　口　52,538人� （−52人）
　男　　26,708人� （ − 3 人 ）
　女　　25,830人� （−49人）
世　帯　21,623世帯�（+59世帯）
内、外国人� 770人�449世帯

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・下水道使用料� 第２期分
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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

救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈭ 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

2 ㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 清水館医院 993-2323 茶畑 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

3 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

4 ㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

5 ㈪ つかだ医院 983-1577 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

7 ㈬ 森医院 966-2017 石川 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

8 ㈭ 大沢医院 931-1019 御幸町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

9 ㈮ 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

10 ㈯ 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

11 ㈰

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 西方外科医院 921-1333 共栄町

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

鈴木医院 993-0430 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

12 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 香貫医院 931-2465 本郷町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場
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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

4 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

11 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

スマイル歯科医院
997-1610 深良　　

日 内 科 外 科 小 児 科

13 ㈫ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

14 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 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

15 ㈭ 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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６月の休館日

●６月の行事予定
おはなしの会
 ３日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 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～ 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

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

親子ふれあいデー
 ７日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 15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

●臨時休館のお知らせ
　鈴木図書館と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㈮５日㈪、12日㈪、19日㈪、

22日㈭～30日㈮

岡部 南
な な

那ちゃん
（２歳８カ月・上町）

廣瀬 千
ち

夏
なつ

ちゃん
（２歳９カ月・切久保）

橋本 優
ゆう

花
か

ちゃん
（２歳８カ月・中丸上）

●鮪立の海　著：熊谷達也　文藝春秋
●優しい水　著：日明恩　徳間書店
●百年の散歩　著：多和田葉子　新潮社
●素敵な日本人　東野圭吾短編集　著：東野圭吾　光文社
●暗黒グリム童話集　文：村田喜代子・長野まゆみ　講談社

●ナビラとマララ「対テロ戦争」に巻き込まれた 
二人の少女

著：宮田律　講談社

●きたきつねとしろふくろうたすけあう
絵・文：手島圭三郎　絵本塾出版（いきるよろこびシリーズ）

●よるのようふくやさん
文：穂高順也　絵：寺島ゆか　文溪堂

●どれがいちばんすき？
作：ジェイムズ・スティーブンソン　編訳：千葉茂樹　岩波書店

●おさるのこうすけ
作・絵：武田美穂　童心社（童心社のおはなしえほん）

一般書

児童書

新刊おすすめ本

加藤 凜
り

工
く

くん
（１歳８カ月・原）

市川 紅
こうよう

鷹くん
（２歳７カ月・滝頭）



No.1334

6.1
2017

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
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昔ながらの方法で清掃　旧植松家住宅



６月 25 日㈰は、静岡県知事選挙の投票日です。
有権者の方には、事前に入場券を送ります。当日、
投票に行けない方は、６月９日㈮から６月 24 日㈯
までの 16 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。投票は、入
場券が届いていなくてもできます。投票所にお越し
ください。

選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807

投票できる方
～選挙権年齢は満 18 歳以上～

　6 月 25 日㈰時点で投票できるのは、次の全ての条
件を満たす方です。
①平成 11 年 6 月 26 日以前に生まれた方で、日本国

籍がある方
②平成 29 年３月 7 日以前から引き続いて当市の住民

基本台帳に登録されている方

６月 25 日㈰に投票に行けない方は……

①期日前投票
　6 月 25 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、期日前投票所へお
越しください。
とき／６月 9 日㈮～ 24 日㈯　８時 30 分～ 20 時
ところ／市役所４階 402 会議室
　※土・日曜日は市役所１階市民ホール
●入場券が届く前でも投票できます。
　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されている
方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票でき
ます。期日前投票所へお越しください。
②不在者投票
　不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所
している方、名簿登録地以外の市区町村に滞在中の方
は、不在者投票ができます。入院・入所している方は、
病院や施設の職員に投票したい意向を申し出てくださ
い。滞在先の市区町村での投票を希望する場合は、郵
送に時間がかかりますので、早めに選挙管理委員会に
投票用紙の請求をしてください。

郵便投票制度

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

障がいの
区分

両下肢・
体幹移動機能

障がい

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障がい

免疫・
肝臓の
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、6 月 25 日㈰ 21 時から市民体育館で行い
ます。当市の開票結果は、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。

投票所

　16 の投票所があります。有権者の方には、事前に
入場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票
してください。

投票時間は７時～ 20 時

　6 月 25 日㈰の投票時間は、７時から 20 時までです。
第 16 投票区（十里木高原集会所）は 19 時までです。
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静岡県知事選挙
投票日：6/25 ㈰　期日前投票：6/9 ㈮～ 6/24 ㈯



★印が投票所の場所です。

★
西中
グラウンド

五竜の滝

ガソリン
スタンド

市役所

県
道
富
士
裾
野
線 裾

野
高
校

黄
瀬
川

西中学校体育館
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
★

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１投票区 第４投票区第２投票区 第３投票区

第５投票区 第８投票区第６投票区 第７投票区

第９投票区 第 12 投票区第 10 投票区 第 11 投票区

第 13 投票区 第 16 投票区第 14 投票区 第 15 投票区

ト
ヨ
タ

★

南小学校会議室
南
児
童
館

エ
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ポ
ッ
ト

県
道
三
島・裾
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号

★
消防団

今里本村集会所
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県道富士

新東
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路

卍

★ 頼朝の
井戸

富士山
資料館
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パーク

国
道
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別荘地

十里木高原集会所

★ 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

★

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

★
深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧2
46号

国
道
246
号

深良新田公民館

グラウンド ★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
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
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コ
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JA富岡支所

県道富士
裾野線

富岡第一小学校体育館

★

★裾野郵便局〒

赤
十
字
病
院

セブン
イレブン

市民体育館

★

国
道
24
6号

JA
深良支所

ガソリン
スタンド

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

深良小学校体育館

★
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

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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裾野市　採用 検索



裾野市職員採用試験　〜あなたの “やる気” 求めています〜
市川 比呂未（入庁６年目）
建設部 まちづくり課

　建築技師の私は、2 人の子どもを笑顔で育児し
ています。裾野市役所は、子育てと仕事の両立が
できる職場環境です。仲間に恵まれたこの職場は、
男女問わず、子育てしながら働く職員に優しく、
活躍することができます。

中村 健児（入庁 17 年目）
企画部 企画政策課

　ノー残業デーや時差出勤制度を活用し、家族と
過ごす時間や職場のステキな仲間と趣味を満喫で
きる職場です。イクボス宣言を行い、ワーク・ラ
イフ・バランスを大切にし、仕事とプライベート
が両立できる職場環境が整っています。

木下 さやか（入庁 3 年目）
健康福祉部 子ども保育課 東保育園

　子どもたちの成長やパワーをすぐに感じられる、やりが
いと喜びの大きい仕事です。さまざまな職種の職員と、園
を越えて関われる職場環境が市役所ならではの良さです。
たくさんの出会いがある職場で楽しく仕事をしています。

輝く若者大募集　〜私たち職員と “まちづくり”しませんか〜

　平成 30 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。

特集２

“
笑
顔
”
で
仕
事
し
て
い
ま
す

“
楽
し
く
”
仕
事
し
て
い
ま
す

“
爽
や
か
”
に
仕
事
し
て
い
ま
す

平成30年４月採用の市職員採用試験の概要

区分 夏期試験 秋期試験

募集職種【定員】
一般事務【６人程度】
土木技師・建築技師・保健師【若干名】
幼稚園教諭・保育士【２人程度】

一般事務【若干名】
土木技師・建築技師【若干名】
任期付職員（幼稚園長）【１人程度】

申込書配布
受付期間（募集期間）

６月１日㈭～６月 30 日㈮［必着］
８時 30 分～ 17 時　※㈯㈰を除く

８月１日㈫～８月 25 日㈮［必着］
８時 30 分～ 17 時　※㈯㈰、祝日を除く

1 次試験 7 月 23 日 ( 日 )
市民文化センター

９月 17 日㈰　 市役所
※任期付職員（幼稚園長）は別途お知ら
　せします。

人事課　 995-1806

5
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人事課　 995-1806

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 62 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 30 年３月卒業見込みの方 ○ ー

短大卒
程　度

平成２年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（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
30 年３月卒業見込みの方

○ ー

高校卒
程　度

平成４年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（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 30 年３月卒業見込みの方 ー ○

土木技師

大学卒
程　度

昭和 58 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 30 年
３月卒業見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和 58 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 30 年３月卒業見込みの方

○ ○

高校卒
程　度

昭和 58 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
30 年３月卒業見込みの方

ー ○

建築技師

大学卒
程　度

昭和 58 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または平成 30 年
３月卒業見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和 58 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校で建築の学科を専攻し卒
業した方または平成 30 年３月卒業見込みの方

○ ○

高校卒
程　度

昭和 58 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（これ
と同等と認める学校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または平成
30 年３月卒業見込みの方

ー ○

保健師 大学卒
程　度

昭和 58 年４月２日以降に生まれた方で、保健師の免許を有する方または平
成 30 年３月末日までに取得見込みの方 ○ ー

幼稚園
教諭・
保育士

大学卒
程　度

昭和 62 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 30 年３月卒業見込の方で、
幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する方または平成 30 年３月末日ま
でに取得見込みの方

○ ー

短大卒
程　度

昭和 62 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
30 年３月卒業見込の方で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する方
または平成 30 年３月末日までに取得見込みの方

○ ー

任期付職員
( 幼稚園長 )

昭和 28 年４月２日以降に生まれた方で、幼稚園教諭または小・中学校教諭
免許を有する方かつ幼稚園または小・中学校、小・中特別支援学校で、平成
30 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 条の欠格事項のいずれか一つに該

当する場合は受験できません。

ー ○

裾野市職員採用試験
特集 2

6
2017.6.1



市では、防災・減災のため、緊急輸送路上の 橋
きょう

梁
りょう

の耐震補強
などの修繕を行っています。県が管理する一級河川の黄瀬川と大
場川は、沼津土木事務所と連携し河川改良工事を行っています。

建設管理課
995-1855

一級河川黄瀬川 河川改良事業
主要地方道 富士裾野線 栄橋 橋

きょう
梁

りょう
改築事業

一級河川黄瀬川は、石脇・千福地先の主要地方道　
富士裾野線の栄橋付近で川幅が狭くなっています。過
去には周辺家屋で浸水被害がありました。

栄橋は、昭和 8 年
に架けられてから
80 年以上が経過し
ているので、老朽化
が進んでいます。栄
橋 を 約 150m 下 流
に架け替えて黄瀬川
を広げ治水能力を上
げ、富士裾野線のバ
イパスを造り、安全・
安心な道路にします。

事業期間 ▼平成 25 年度～平成 32 年度（予定）
河川改良延長 ▼ 218 ｍ
道路新設延長 ▼ 452 ｍ（うち 橋

きょう
梁

りょう
部 46 ｍ）

▼黄瀬川河川改良事業

一級河川大場川 河川改良事業

麦塚地区を流れる一級河川大場川は、局所的に幅が
狭いため、豪雨などによる氾濫で周辺の田畑が浸水す
るなどの災害が発生しています。既設のブロック積を
改修し川幅を広げる工事と、堤防の高さを上げる工事
を実施し、浸水被害の軽減と治水安全度の向上を図り
ます。
事業期間 ▼平成 25 年度～平成 30 年度（予定）
河川改良延長 ▼ 220 ｍ

▼大場川河川改良事業

石脇

石脇

河川改良事業 L=218m

千福

千福

新　栄橋

現　栄橋

至　富士市

至　裾野市街

：H29年度実施予定箇所

H29年度　ブロック積工

：H30年度実施予定箇所
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一級河川の整備事業を紹介します
災害に強いまちづくりを目指して、河川の整備事業を実施

特集３



ごみの排出量の推移

家庭から出るごみは前年度比376トン減量！

　 平成28年度 対昨年度量 対前年度比率

家庭ごみ全量 11,366t -376t -3.2%

（うち可燃ごみ） (9,876t) (-281t) (-2.8%)

事業系ごみ全量 4,551t -78t -1.7%

（うち可燃ごみ） (4,319t) (-263t) (-5.7%)

総排出量 15,917t -454t -2.8%

ごみの総排出量は、昨年
度より減少しましたが、よ
り削減する方法を検討して
いきます。市の資源収集に
積極的に出しましょう。

資源ごみの収集量の推移

ごみの総排出量に対する資源比率は8.6％

　 平成 28 年度 対昨年度量 資源化率

新聞紙 144t -33t
雑誌 98t -7t 

ダンボール 56t -9t
牛乳パック 3t 0t

金属類 384t -14t
プラ製容器包装 304t -4t
ペットボトル 82t 3t

ビン類 229t -15t
乾電池 11t -2t
衣類 44t -1t

小型家電 7t -3t
廃食油 4t 1t

蛍光灯類 4t 4t
総資源化量 1,370t -80t 8.6%

0
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平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

金属類金属類 古紙類古紙類
ビン類ビン類
ペット・プラペット・プラ

乾電池乾電池

より一層の資源のリサイクルとごみの減量を推進するため、新たに開始！
資源集団回収は、市民 10 人以上の団体（区や PTA、子ども会、老人会、地域の親睦会など）が家庭か

ら出る資源（古紙類、衣類、缶類、ビン類）を回収し、美化センターに持ち込むと、奨励金（１kg あたり
７円）の交付を受けることができる資源リサイクル制度です。実施は、各団体の任意となります。

（単位：t） （単位：t）

４月から資源集団回収奨励交付金事業を始めました

※従来の月２回の資源ごみ収集は、継続実施します。

団体の登録、回収方法の決定
（生活環境課に団体登録申請書、
年間実施計画書を提出）

奨励金の交付申請 奨励金の交付回収・搬入の実施
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平成 28年度ごみ処理実績
ごみの総排出量は前年度比 454トン減量

生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

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
減少しましたが、資源化率が 8.6％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。



環境活動登録制度を始めました

市では、第 2 次市環境基本計画の重点プロジェクト「すその
環境共育プロジェクト～共に考え行動しよう～」を推進するため、
みんなで育んでいく「環境共育」を実践しています。

生活環境課
995-1816

①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 29 日㈯　９時～ 11 時 30 分
　※雨天の場合は順延で、30 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 3 日㈪～ 21 日㈮

②ごみの行方を探ろう

ごみの焼却施設美化センターや最終処分場を見学し、
ごみの減量化について考えます。

８月 10 日㈭　９時～ 11 時 30 分（見学時間）
美化センター、最終処分場
市内の小学生以上　※３年生以下は保護者同伴
25 人（先着順）
７月 21 日㈮～８月３日㈭
８時 30 分に市役所へ集合・出発、貸し切りバスで
移動します。

③環境市民会議プレゼンツ
　不二聖心女子学院里山体験教室

自然豊かな不二聖心女子学院の敷地内を探索しなが
ら、里山体験をします。

８月 18 日㈮　９時～ 11 時ごろ
不二聖心女子学院
市内に住んでいるか通勤・通学している方
30 人（先着順）
７月 28 日㈮～８月 10 日㈭
帽子、飲み物など
長袖、長ズボンを着用してお越しください。

申し込み

①～③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、メール可

kankyou@city.susono.shizuoka.jp

その他のイベント開催予定

その他のイベントは開催が決まり次第、広報すその
のお知らせページ、児童館だより（南北児童館での事
業）などで参加者の募集を案内します。

とき 内容（ところ）

７月 25 日㈫ ソーラークッカーとエコたわしづくり
（南児童館）

８月 19 日㈯ 親子エコキャンドルづくり
（北児童館）

７～８月 環境啓発展示
（鈴木図書館）

11 ～ 12 月 河川美化ポスター展示
（市民文化センター他）

２月 子ども向け環境工作教室
（南児童館）

市内で地域活動ボランティア環境美化活動など
の環境活動を実施する市民・事業者・団体を登録
する制度です。

市民または、市内の事業者で、市内で活動して
いること

メリット／市公式ウェブサイトなどで活動内容を
紹介することで環境活動の輪が広がり、ネット
ワーク作りに役立ちます。
生活環境課にある登録申請書に必要事項を記入
し、提出してください。

親子水生生物調査

9
2017.6.1

７月からすその環境イベントを開催
「環境共育」を実践

特集５



対象の方には受診券を送付

●昭和 53 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。

※今年度、国保脳ドックを申し込んだ方は、対象とな
りません。

保険証と受診券を持って医療機関へ

　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。
●国民健康保険証または後期高齢者医療制度被保険者証
●届いた受診券
　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。

通常１万円相当の健診が 800 円で

個人負担金／ 800 円（通常は、１万円相当の健診項目）
※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。

実施期間　６月 12 日㈪～ 10 月 31 日㈫
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特定健診　6/12 ㈪～ 10/31 ㈫
40歳以上の方、メタボの早期発見を！

国保年金課
995-1814

メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）は、生活習慣病の原因
の１つであるといわれています。40 歳以上の皆さんは、特定健診を受け、
メタボの早期発見につなげましょう。

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。



食の生産・販売など食育に関わるさまざまな方々と
連携・協力して、地域全体で食育を積極的に進めてい
き、食生活を見直すきっかけづくりになる取り組みを
行います。当市では野菜摂取量の増加や減塩に力を入
れています。

チラシの配布や食に関する表示などの食育啓発活動
に協力できる店舗を募集しています。協賛を希望する
事業者は、健康推進課へご連絡ください。協賛店舗は、
市公式ウェブサイトに掲載し、イメージアップにつな
がるよう PR していきます。活動内容は、ご相談くだ
さい。

　野菜料理を毎食食卓にＯＮ！

　温野菜にして野菜をたくさん食べよう！

　温故知新。野菜を活
い

かした郷土料理を食べよう！

１日に必要な野菜料理は５皿程度
　１日に必要な野菜の摂取量は 350 グラムです。下の図は、野菜を摂取するのに必要な量の目安です。70
グラムの区分の料理だと１日５皿、140 グラムの区分の料理だと１日２皿と 70 グラムの区分の料理を１
皿食べないと１日に必要な野菜の摂取量に足りません。毎食野菜を食べるように心掛けましょう。

活動例
●食育に関するチラシや「ON 野菜プロジェクト」ク

リアファイルの配布
●「食材の産地や旬」、「１日 350g の野菜を食べましょ

う」など記載したポップの掲示
「ON 野菜プロジェクト」協賛店

※左記のシールを
配布します。
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６月は食育月間、毎月 19日は食育の日！
すすめよう　そだてよう　のばそう　食育

特集７

健康推進課
992-5711

食育と生活習慣に関するアンケート調査で、１日に必要な副菜を摂取
している方は２割弱でした。健康づくりには、野菜摂取が必要不可欠で
す。市では、第２次食育推進計画における重点取り組みとして、野菜摂
取を促し、野菜を摂取する際のポイントを周知するため「ON 野菜プロ
ジェクト」を推進していきます。

O
オ

N
ン

野菜プロジェクト

食育啓発活動の協賛店舗を募集しています！～地域で食育をすすめよう～

ON

温

おん

芋の煮っころがし 野菜炒め

野菜の煮物ほうれん草のおひたし かぼちゃの煮物 ひじきの煮物

きのこソテー 野菜サラダ 具だくさん味噌汁

（２皿分）
140グラム

（１皿分）
70グラム



富士山南東消防組合職員を募集します

職員採用試験（前期）
採用予定人数／５人程度
試験区分・受験資格／●大学卒

▲

平成３年４月２日以
降に生まれた方で大学卒業以上●短大卒

▲

平成５年
４月２日以降に生まれた方で短期大学卒業以上

　※それぞれ平成 30 年３月卒業見込みを含む
１次試験／７月 23 日㈰
申し込み／富士山南東消防本部総務課、裾野消防署、

長泉消防署にある受験申込書に必要事項を記入し、
必要書類を添えて、直接または郵送で富士山南東消
防本部総務課へ提出してください。

　※試験案内（受験申込書）は、郵送可
申込期間／６月９日㈮～ 23 日㈮　※消印有効

６月４日～ 10 日は危険物安全週間です

危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進する
ため、毎年６月の第２週は危険物安全週間です。ガソ
リンや灯油などの危険物は引火の危険性が極めて高く、
ちょっとした不注意で大きな災害を引き起こします。
身の回りにある危険物の正しい使用方法を理解し、危
険物に関する事故を防ぎましょう。
平成 29 年度危険物安全週間推進標語

「あなたなら　無事故の着地　決められる！」
富士山南東消防本部予防課　972-5802

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。

７月８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
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

職員採用試験（後期）
採用予定人数／若干名
試験区分・受験資格／高校卒▶平成７年４月２日以降

に生まれた方で高校卒業以上
　※平成 30 年３月卒業見込みを含む
１次試験／９月 17 日㈰
その他／詳しい内容は、７月 20 日㈭から配布する試

験案内をご確認ください。

　　  　 富士山南東消防本部総務課　972-5801
　　  　 〒 411-0837
　　  　三島市南田町４-40（三島消防庁舎２階）
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守りたい
このまちを
その想い
富
わ た し た ち

士山南東消防と叶えませんか

富士山南東消防組合は、平成 28 年４月１日から
スタートした２市１町（裾野市、三島市、長泉町）
で構成する特別地方公共団体です。



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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

JFAアカデミー福島女子チーム
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県内に一時
避難し、当市の帝人アカデミー富
士で活動している女子サッカー
チームです。市内でホームゲーム

恋来い支援センターでは、結婚に関する相談やスキルアップセミナー、地域の魅力に触れる男女の出会
いの場の提供など、結婚に向けてさまざまなサポートをします。

自信をも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。

　相談の場
個人の価値観を大切にし、将来設計を一緒に考

えます。専門のカウンセラーが無料で相談に応じ
ます。

毎月第４㈯　10 時～ 16 時（１人 50 分程度）
　※９月は最終㈯

市民文化センター内

　学びの場
自分に自信をもてるように、第一印象をアップさ

せる男女別のセミナーと大人の優しさを身につける
マナー講座開催します。参加は無料です。

内容 とき 定員

男子力アップセミナー
（カラーコーディネート）

６月 24 日㈯
13:30 ～ 16:30

男性
10 人
程度

女子力アップセミナー
（ビューティーアップ
セミナー）

７月 22 日㈯
13:30 ～ 16:30

女性
10 人
程度

マナー講座
講師：田代公子さん

（マナーインストラク
ター）

８月 26 日㈯
13:30 ～ 16:30

男女
20 人
程度

生涯学習センター２階学習室２
20 代～ 40 代半ばの独身の方

　申し込み
相談の場、出会いの場、学びの場のいずれも電話

またはメールで恋来い支援センターへお申し込みく
ださい。　※電話は留守番電話の場合あり

　出会いの場（イベント）
交流会での意見を基に計画したバスツアーや地

域の人との交流を楽しむ芋ほり＆ BBQ、当市周
辺の市町との広域連携のイベントを通じ、参加者
と地域の交流を深めます。一部有料です。

内容 とき 定員
芋ほり＆BBQ

収穫祭（市内開催） 10 月 28 日㈯ 各回と男女
20 人程度

バスツアー
① 11 月ごろ
②平成 30 年

３月ごろ
各回男女
20 人程度

広域交流イベント 12 月ごろ 未定
詳細は、広報すそのやフェイスブックで決定次
第お知らせします。

が行われます。応援にお越しくだ
さい。
●会場 ▼運動公園陸上競技場

とき 対戦相手
６月３日㈯

14 時
NGU ラブリッジ

名古屋
６月 25 日㈰

11 時 バニーズ京都 SC

７月 16 日㈰
11 時

福岡 J・
アンクラス

７月 22 日㈯
14 時

静岡産業大学
磐田ボニータ

●会場 ▼帝人アカデミー富士グラ
ウンド

とき 対戦相手
６月 24 日㈯
14 時 30 分

伊賀フットボール
クラブ

８月 19 日㈯
16 時

日体大
FIELDS 横浜

８月 27 日㈰
11 時

アルビレックス
新潟レディース

※時間はキックオフの時間です。
JFA アカデミー福島

　965-0155

恋来い支援センターで新しい出会いがきっと見つかる

恋来い支援センター
956-0756

koikoi@machitera.jp
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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
●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

市指定給水装置工事
事業者の追加と解除

【追加】
●㈲パイプテツクス

伊東市岡 420-2
0557-47-3242

●㈱フジネエンジニアリング
沼津市松長 745-3
055-921-3820

【解除】
●㈲古谷設備工業

千福が丘 1-21-22
●㈲興明工業

沼津市中沢田 692-4
上下水道課　995-1834

市では、市内全ての市立幼稚
園・小学校・中学校を支えるた
め、地域ぐるみでより良い学校
支援を行う体制の充実を図って
います。

スクールコーディネーターは、
スクールボランティア推進のた
め、学校などのニーズに応じた
地域の人材や施設などの発掘、
協力依頼、調整などを行ってい
ます。今年度のスクールコー
ディネーターを紹介します。
 学校教育課　995-1838

鈴木 健夫さん

東小学校・
いずみ幼稚園区

眞田 千代子さん

富岡第二小学校・富岡第二幼稚園区

田中 保夫さん

千福が丘
小学校区

三ツ石 純子さん

南小学校区

西川 厚さん

富岡第一小学校・富岡第一幼稚園区

芹澤 隆伸さん

東中学校区

渡邉 とし子さん

須山地区

荒木 よしゑさん

向田小学校区

眞田 鈴代さん 勝又 俊明さん

富岡中学校区

佐々木 秀樹さん

西中学校区

横山 清美さん

勝又 俊博さん

深良地区

古地 剛さん

西小学校・
西幼稚園区

スクールコーディネーターが学校と地域をつなぐ
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お知らせ

にこにこキャラバン
“ 北児童館の巻 ”

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

６月 27 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

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 22 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館３階研修室
昭和 22 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

臨時無料電話法律相談
女性の権利 110 番

　離婚や育児に関する悩み、金銭
問題、雇用、労働環境に関する悩
みなど、女性が生活する上で出会
うさまざまな法律問題について、
幅広く相談に応じます。

６月 24 日㈯　10 時～ 16 時
相談専用電話番号／ 933-7891

無料
　※通話料金はご負担ください。

県弁護士会事務局
　054-252-0008

職員の時差出勤制度を導入

職員のワーク・ライフ・バラン
スの実現や時間外勤務の縮減など
のため、時差出勤制度を導入しま
した。通常の勤務と異なる時間に
出勤や退庁、休憩する場合があり
ます。ご理解をお願いします。
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
12 時 30 分 ～ 21 時 15 分 ⑥
13 時～ 21 時 45 分

休憩時間／①②

▲

12 時～ 13 時、
③～⑥

▲

11 時～ 14 時、16 時
～ 19 時の間で１時間
市役所開庁時間は８時 30 分～
17 時 15 分で変更ありません。
人事課　995-1806

児童手当の支給

６月９日㈮は児童手当の支給日
です。児童手当は、認定請求をし
た月の翌月分から支給事由の消滅
した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満

▲

15,000 円●３歳～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
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
６月は児童手当の更新月です。
受給資格者の方には、６月上旬
に現況届をお送りします。忘れ
ずに手続きを行ってください。
子育て支援課　995-1841

すその障がい者支援プラザ開所

　すその障がい者支援プラザが４
月に開所しました。３事業所が１
カ所に集まり、多機能型事業を開
始しました。

深良 804-6
サービス内容など
①生活介護事業所「こじか」

常に介護を要する方に、昼間、
入浴、排せつ、食事の介護など
を行い、創作的活動または生産
活動の機会を提供します。

営業時間／平日９時 15 分～ 15
時 30 分
992-7564

②放課後等デイサービス
「めだか」
就学している障がい児の授業終
了後または休業日に、生活能力
の向上のために必要な訓練、社
会との交流の促進などの機会を
提供します。

営業時間／平日 13 時 30 分～ 18
時、長期休業期間９時～ 16 時
992-7564

③障がい児者相談支援事業所
「サポートセンターしゃきょう」
サービスなどの利用計画につい
ての相談や作成などの支援が必
要な場合に、障がい者（児）の
自立した生活を支え、課題の解
決や適切なサービス利用に向け
て細かく支援します。

営業時間／平日８時 30 分～ 17
時 15 分
995-2332
サービスを利用する際は、障が
い福祉課で手続きが必要です。
障がい福祉支援プラザ
992-7564、995-2332
995-2333
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元メダリスト選手
水鳥寿

ひさ
思
し

氏による体操体験会

市民体育館リニューアルオープ
ン１周年を記念し、体操体験会を
開催します。マット運動、とび箱、
鉄棒を体験します。

７月１日㈯　９時～ 12 時
市民体育館

内容など
【幼児クラス】

９時～ 10 時
年中・年長の児童
50 人（先着順）

【パフォーマンス】
10 時 10 分～ 10 時 50 分
講師が体操を披露します。

【児童クラス】
11 時～ 11 時 50 分
小学１～５年生
50 人（先着順）

講師／水鳥寿思さん（アテネ五輪
日本代表男子団体総合金メダル
獲得、世界選手権個人総合銀メ
ダル獲得、リオデジャネイロ五
輪代表監督、東京五輪男子体操
競技強化本部長）
運動できる服装、体育館シュー
ズ、飲み物、タオル
市民体育館にある申込用紙に必
要事項を記入し、お申し込みく
ださい。
６月 24 日㈯
●駐車場に限りがあります。乗
り合わせや公共交通機関をご利
用ください。●体験会当日の様
子を写真撮影し、市民体育館
ホームページに掲載します。
市民体育館　993-0303

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。

７月４日㈫・18 日㈫９時～９
時 30 分、 ７ 月 25 日 ㈫ 13 時
30 分～ 16 時、８月８日㈫９
時～９時 30 分、８月 15 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
20 人（先着順）
６月６日㈫～ 27 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

平成 30年版市政カレンダーの掲載写真を募集
テーマは『だいすき富士山』

　市内から撮影した富士山が写ってい
る写真をご応募ください。

応募方法／市役所３階戦略広報課や支
所などにある応募用紙に必要事項を
記入し、作品の裏側に貼り付けてご
応募ください。　※応募用紙は市公
式ウェブサイトからダウンロード可

応募締切／９月８日㈮
応募規定／応募作品は応募者本人が平

成 27 年以降に撮影した２Ｌ版で、
１人３点以内とします。

応募上の注意／●デジタルカメラで撮影する場合は、最大サイズ・
最高画質モードでデジタルズームは使わずに撮影してください。
また、画像ソフトでトーンカーブ以外の修正は行わないでくださ
い。●応募作品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。●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
に同意された作品をポスター、市公式ウェブサイト、刊行物、展
示などへの使用、市が後援・補助する展示会へ出品する権利を有
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
と市が自由に使用することに同意した作品のネガ・ポジフィルム
またはデータ提出を後日お願いします。●採用作品は、ヘルシー
パーク裾野で展示されます。●応募作品は返却しません。
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
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お知らせ

消費生活講座

生活に役立つ情報をお届けしま
す。

生涯学習センター 2 階学習室１
40 人（先着順）

【第１回】
６月 24 日㈯

　13 時 20 分～ 15 時 30 分
テーマ／健康食品の考え方、賢い

使い方
講師／森田満樹さん（消費生活コ

ンサルタント）
【第２回】

７月１日㈯
　13 時 30 分～ 15 時 30 分
テーマ／団塊世代の家計術
講師／伊藤重夫さん（ファイナン

シャルプランナー）

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 ７月 11 日 N3201

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 ７月 11 日 N3202

木曜日
13:30 ～ 15:00

７月 13 日
N3203

19:00 ～ 20:30 N3204
金曜日 10:30 ～ 12:00 ７月 14 日 N3205

フォロー教室
火曜日 9:00 ～ 10:30 ７月 11 日 N3206

はじめて教室修了者の方
金曜日 9:00 ～ 10:30 ７月 14 日 N3207

ジュニア教室 月曜日 17:30 ～ 19:00 ７月 11 日 N3208 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

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 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。

【第３回】
７月 15 日㈯

　13 時 30 分～ 15 時 30 分
テーマ／使い分けよう！洗剤の選

び方、用具の使い方
講師／神

じん
麻
ま

亜樹さん（アズマ工業
おそうじ塾講師）

消費生活センター　995-1854

障がい者スポーツ教室

体力の維持増進、社会への参加
などのため、障がい者向けのス
ポーツ教室を開催します。

７月 23 日㈰～
　10 時～ 11 時 30 分（休憩あり）

市民体育館
市内に住んでいる各障がい者手
帳をお持ちの方か、市内の障が
い福祉サービスを利用している

方で、基本的に通年で参加でき、
会場へ各自で来ることができる
方
30 人（先着順）
フライングディスク、ボッチャ
など
運動できる服装、体育館シュー
ズ、飲み物、タオル
６月 30 日㈮ 17 時
●参加者は、スポーツ保険に加
入します。●ボランティアでス
ポーツ教室に協力できる方を同
時募集します。
社会福祉協議会

　 992-5750　 993-5909
すその障がい者支援プラザ

992-7564　 995-2333
障がい福祉課　995-1820

　※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。
６月 25 日㈰（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。●月曜日開催のはじめて教室
とジュニア教室の初回は、７月 11 日㈫に開催し
ます。
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 格安スマートフォンを契約するために家電量
販店で端末とデータ通信に必要な SIM（シム）

カードを購入した。その後、この通信サービスを解
約したが、SIM カードは購入したものと思い、手元
に残した。後日カードが返却されていないと通信会
社から損害金を請求された。払わなければならないか。

Ａ SIM カードは、代金と引きかえに渡される
ので「買った」と思いやすいのですが、支払っ

た代金は「SIM 発行手数料」で、多くの通信事業
者の規約では、所有権は通信事業者にあり、利用者
に貸与するものと規定しています。返却しない場合

「紛失手数料」などの名目で弁償を求められる場合
があります。また、SIM カードを返却しただけで
は通信契約を解約したことにはなりませんので、利
用規約を確認し必要な手続きを行いましょう。
※ SIM カードとは、電話番号を特定するための情

報が記録された IC カードのこと

〝若者に多い契約トラブル″トラブルの多い販
売方法や手口を知って、被害を防ぎましょう
①ワンクリック請求：スマートフォンやパソコンな

どで、アダルトサイトなどにアクセスしたところ、
高額な料金請求画面が表示され、代金請求される。

②サイドビジネス商法：在宅の簡単な仕事で高収入
が得られると勧誘し、情報商材、研修講座などを
契約させられる。最近はインターネットを利用し
た勧誘が多い。

③マルチ商法：新たな加入者を販売組織に加入させ
れば収入が得られると勧誘し、商品やサービスを
契約させられる商法。
サイドビジネス商法、マルチ商法ともに、なかな

か収入は得られず支払いだけが残るというトラブル
が多いので、契約はよく考えて行いましょう。

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（製造業対応）、職長・
安全衛生責任者（建設業対応）
伐木作業の安全衛生講習（中小
径木対応）、刈払機取扱作業者
安全衛生教育、クレーン運転特

別教育（5 ｔ未満）●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、パソコン財務会計、デ
ジタルカメラ、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、書
道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

指定管理者の公募

次の施設の指定管理者を７月
21 日㈮まで公募しています。詳
細は、市公式ウェブサイトをご覧
ください。
●老人デイサービスセンター
施設名／いずみ荘、いきいきホー

ム、すやまホーム
指定管理期間／平成 30 年４月１

日～平成 33 年３月 31 日
社会福祉課　995-1819
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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

６月の健康コーナー

日（曜日） 時　間
 ６日㈫※ 17:00 ～ 19:45
13日㈫※  9:00 ～ 11:30
19日㈪　 17:00 ～ 19:45
28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※
５・12・19・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

  2日㈮13:00～13:30
22日㈭18:00～18:30 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

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

29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

整形 内科 内科
4 5 6 7 8 9 10

外科 内科 内科 内科 内科 整形 整形
11 12 13 14 15 16 17

内科 外科 内科 整形 内科 内科 内科
18 19 20 21 22 23 24

整形 整形 内科 内科 内科 整形 整形・内科
25 26 27 28 29 30

内科 外科 内科 整形 内科 内科
※24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

６日㈫
９:00～９:15

平成28年12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11月
生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈫
９:00～９:15

平成27年６・７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12月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00～13:30

平成26年５月
生まれの方
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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

６月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

17 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 田中医院 921-2053 高島町

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

19 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

20 ㈫ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

21 ㈬ 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

22 ㈭ 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

23 ㈮ 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 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 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

25 ㈰

おおい神経内科 922-8886 北高島町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

東名裾野病院 997-0200 御宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  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

６月後期

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

18 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

勝又歯科医院
989-4726 上土狩　

25 ㈰ 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　

会田歯科医院
972-0418 卸団地　

日 内 科 外 科 小児科

26 ㈪ 旭医院 966-0031 原 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 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

28 ㈬ 清水館医院 993-2323 茶畑 酒井医院 966-1755 今沢 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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

30 ㈮ 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 田中医院 921-2053 高島町

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市
●救急協力医の変更／６月 14 日㈬の小児科の救急協力医が変更となりました。
　　　　　　　　　　変更前：坂小児科医院▶変更後：まるやま小児科医院（981-8577　 堂庭）
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NAVI

グランシップ出前公演
世界のこども劇場 2017

デンマークのシアター・マダム・バッハによる
「World Images ～ちきゅうは宝箱～」を開催します。
と　き／８月 12 日㈯　１回目▶ 11 時～ 

２回目▶ 13 時 30 分～　※開場▶ 各 30 分前
ところ／大ホール
料　金／全席自由（税込）
　　　　大人▶ 1,500 円
　　　　子ども▶ 500 円（１歳～中学生まで）
　　　　※０歳児は無料です。
発売日／６月４日㈰　電話▶13 時～、窓口▶９時～

４月２日㈰ラリーチャレンジ富士山すその大会が
運動公園をメイン会場に開催され、色とりどりのカ
ラーリングを施した車列が市内を走りました。生涯
現役というラリードライバー竹平さんは、培った経
験を生かして組織委員長として運営に携わりました。

もともと自動車が好きだったため、自動車メーカー

のモータースポーツ部門のスタッフとして、ラリー
カーなどの開発に従事する傍ら、サーキットを走っ
ていた日々。「給料のほとんどはパーツやガソリン代
で消えてしまっていました」と話します。地元でラリー
の大会があるのを聞き観戦し、その楽しさを知った
のがラリーを始めるきっかけで、ヨーロッパのモンテ
カルロを代表する世界大会を転戦。「ラリーの良さは
サーキットレースと違い、レースごとに違った大自然
を相手にするところです」と竹平さん。

最近の若者の車離れを寂しく感じながらも、トヨ
タ自動車㈱東富士研究所やトヨタ自動車東日本㈱の
ある市がモータースポーツで盛り上がればと、本大
会の役員を引き受けました。地権者や警察との調整
が大変だったということで「モンテカルロに出場し
たときよりも苦労したけれど、無事開催できてよかっ
たです」と微笑みました。

まだまだ現役の竹ちゃんマンは「夢は WRC の開
催に関わることです。できれば富士山の麓で開催で
きたら最高ですね」と目をキラキラと輝かせながら
ステアリングを握り締めていました。

生涯現役のラリードライバー
有限会社テイクス　竹平　素信さん（桃園）

６月の休館日
５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪

佐野原神社と献詠句額

佐野原神社は、1335 年足利軍との戦いに敗れて
佐野の地で討ち死にした二条為冬らの霊を祭るため、
1876 年に建てられました。為冬は藤原定家の子孫
で、優れた歌人でもありました。神社には、為冬の
遺物や記録、明治天皇から下賜された短刀などが保
存されています。その中に当時の華族 ( 旧公家や大
名・元勲 ) から寄せられた和歌をまとめた「献詠句
額」があります。そうそうたる方々の歌で、その中
の 3 つを紹介します。
従一位 近衛忠凞
「君可

が
多
た

め　津
つ

久
く

春
す

其名盤
は

　
左
さ

の原能
の

　徒
つ

ゆと消天
て

も　
朽せさり介

け
里
り

」
従一位 松平慶永
「佐の原農

の
　草葉能

の
露と　

消ゆ礼
れ

とも　幾
き

えぬ者
は

君乃
の

　
以
い

さ越
を

なり介
け

り」
正二位 大山巌
「植置幾

き
し　我盤

は
大和尓

に
　

帰累
る

とも　千代ま天
で

に本
ほ

へ　
山左

さ
久
く

ら花」 （佐野原神社蔵）
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立地適正化計画策定
アドバイザリー会議の委員を募集

まちづくり課
995-1829

人口減少や高齢化が進む中、地域の活力を維持することが
重要となっています。医療・福祉施設、商業施設や住居など
の立地の集約を図り、高齢者も安心して暮らせるよう、地域
公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進めます。

コンパクトなまちづくりの推進

これまで全国的な都市の傾向として郊外開発が進み、
市街地が拡散してきました。今後は急速な人口減少が
見込まれる中、都市をコンパクト化して、医療・福祉・
子育て支援・商業などの都市機能を都市の中心拠点や、
生活拠点に集約を図る必要があります。高齢者をはじ
めとする市民の皆さんが、日常生活に必要なサービス
を身近に受けられるようにするためには、集約した拠
点へのアクセスや拠点間相互のアクセスを確保するな
ど、公共交通の維持・充実について一体的に検討する
必要もあります。

このようなことから、行政と市民の皆さんや民間事
業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進す
るため、立地適正化計画制度が創設されました。
立地適正化計画

コンパクトシティ形成に当たっては、都市全体の観
点から、まちづくりに関わるさまざまな関係施策と連
携を図り、総合的に検討することが必要です。この計
画を策定することで、都市計画法を中心とした従来の
土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能の誘導
でコンパクト・プラス・ネットワーク形成に向けた取
り組みを推進します。
コンパクト・プラス・ネットワーク

コンパクト・プラス・ネットワークは、都市機能の
集約などを進める都市のコンパクト化と、公共交通網
の再構築をはじめとするネットワークの構築によるコ
ンパクトシティの形成を目指すものです。居住や都市
機能の集積による「密度の経済」による効果を通じて、
市民の皆さんの生活利便性の維持・向上、地域経済の
活性化、行政コストの削減、地域環境への負荷の低減
などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策
手段です。

計画策定に向けて

当市では、総合計画で立地適正化計画を平成 30 年
度までに策定し、計画を踏まえ取り組みを展開するこ
とを達成目標に設定しています。市全体の観点から拠
点連携型都市構造について、多様な主体の参画を得な
がら検討し、将来に渡って持続できるまちづくりの推
進を図ります。

昨年度に基礎調査を実施し、現状把握や市民意向の
把握、都市構造の分析、将来都市構造の検討を行いま
した。この中で、都市機能、居住誘導、地域公共交通
の構築について、基本方針を定めました。今年度は、
基礎調査の結果を踏まえ、立地適正化計画の素案を作
成します。素案は、庁内関係課長で構成する立地適正
化計画策定庁内検討委員会で検討し、学識経験者や市
民団体代表者などで構成する立地適正化計画策定アド
バイザリー会議の意見を聞きながら作成していきます。

立地適正化計画の検討をするため、年３回程
度の会議を開催します。　
対象／市内に住んでいる 20 歳以上の方
定員／２人
任期／７月 15 日～平成 31 年３月ごろ（計画

策定完了まで）
応募方法／まちづくり課にある申込用紙に必要

事項を記入し、提出してください。市公式ウ
エブサイトからダウンロードできます。
応募期限／ 6 月 30 日㈮［必着］
その他／選考結果を後日、連絡します。
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立地適正化計画　平成 30 年度に策定
今年度、立地適正化計画策定アドバイザリー会議を設置



市民活動センターが皆さんの活動をサポート
マッチングシステムやメールマガジンをご利用ください

特集２

市民活動センターは、社会課題に取り組む市民活動（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、市民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。

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（白黒 10円、カラー 30円）
　団体、個人問わず、自由に利用できます。印刷用紙
の持ち込みは不要です。
●印刷機（無料・団体登録必要）
　登録団体が市民活動に必要な書類を作成する際に利
用できます。１原稿につき、31 枚以上の印刷で、１
日１団体あたり 2,000 枚までの利用に限ります。印
刷用紙をお持ちください。
●無線 LAN（無料）
　パソコンやスマートフォンなどに自由に接続できます。
活動に必要な備品の貸し出し
　裁断機・プロジェクター・ポスターパネル・クリッ
プボード・名札などを貸し出します。事前に予約が必
要です。
その他
　市民活動に関するチラシの掲示や配架などを行いま
す。宗教や商用的な内容のものは受け付けません。

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。閲覧に登録は不要です。情報を掲載
したい場合は、市民活動センターで登録してください。

https://io.dataeast.jp/susono/

メールマガジン “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、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
　「sc-css@io.dataeast.jp」宛てに空メールを送信す
るか、右の二次元コードを読み取り、メー
ルの返信内容または画面表示に従って登
録してください。

９月から講座やワークショップを開催

「一人一人の思いや気づきが地域や社会を変えてい
く！」をテーマに、全国から講師を招き、講座やスキ
ルアップを目指す実践ワークショップを全５～７回程
度開催します。自分だけの課題だと思っていたことが、
社会的なみんなの課題かもしれません。視野が広がる
ようなプログラムです。

詳細は、市民活動センターのブログやフェイスブッ
ク、便りなどで随時発信します。
特別セミナー
とき／９月 27 日㈬ 19 時～・28 日㈭ 10 時～

市民活動相談会

専門の相談員が対応します。NPO 法人や活動団体
の立ち上げから日々の活動や助成金申請の質問など、
気軽にご相談ください。希望する方は、事前に電話で
予約してください。
とき／毎月第２火曜日　13 時～ 16 時

※他の日時も可能な限り対応

ボランティアをつなぐ

ボランティア活動の仲介をしています。ボランティ
アに来て欲しい団体やボランティア活動をしたい市民
の皆さんからの相談に対応します。

市民活動センター　 950-8875
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今月の一枚 This month's best shot

フォトグラフ

Photograph ５月

おはなしの世界に� ５月13日

おはなしフェスティバルが市民文化センター図書室で開催されま
した。読み聞かせでは大型絵本「せんろはつづく」が読まれ、訪れ
た親子は、お話の世界に聞き入っていました。この他に、紙芝居、
手遊びなどが行われました。

撮影／五竜の滝

富岡第一小学校５年生が田植えを行いました。児童らは裸足に
なって、冷たい泥の中に恐る恐る足を入れ、はしゃいでいました。
初めは苗の列にばらつきがありましたが、慣れた児童は手早くまっ
すぐに植えていました。秋には収穫し、調理して味わいます。

昔ながらの田植えを体験� ５月９日

４月下旬から５月下旬まで、中央公園に鯉のぼりが飾られました。
鯉のぼりは市民の皆さんから寄付されたもので、50 本以上。色と
りどりの鯉が黄瀬川を泳ぎ、五竜の滝をのぼっているような景色に
なりました。

鯉のぼりが黄瀬川を彩る
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Photograph 2017. ５

新緑と太陽の光に包まれて� ５月20・21日

五竜みどりまつりが、中央公園で開催されました。今回で第 40 回目
を迎えたみどりまつりは、両日とも天気に恵まれ、多くの来場者がス
テージイベントや出店を楽しんでいました。会場では宝文字さがしも
行われ、子どもたちが用紙を片手に公園内を駆け回っていました。

爽やかな初夏を駆ける� ５月14日

第 41 回富士裾野高原マラソン大会が運動公園陸上競技場とパノ
ラマロード周辺で行われました。北は北海道から南は宮崎県まで、
3,189 人が出場。残念ながら富士山は雲に隠れていましたが、新
緑の爽やかな初夏の裾野路を市民ランナーが楽しみました。

マリーゴールドの苗が2,000鉢� ５月23日

手をつなぐ育成会ときゃべつくらぶが、市営墓地の花壇にマリー
ゴールドの苗を植えました。花の苗はみどり作業所で育てられたもの。
さんさんと降り注ぐ日差しの中で「みんなでやると楽しくはかどる
ね」と言葉を交わし、汗をぬぐいながらも、笑顔で作業をしていました。

不二聖心でお茶摘み体験� ５月17日

西小学校 3 年生が、不二聖心女子学院の不二農園で茶摘み体験
をしました。西小からは徒歩で 30 分の道のり。農園の管理者から
注意事項を聞きさっそく茶畑へ。中学校のお姉さんとお話をしなが
ら楽しいひと時を過ごしました。

アシタカツツジの特徴を知る� ５月14日

アシタカツツジ講座が行われ、17 人が参加しました。講師は、
富士山自然史研究会会員で植生学会会員の菅沼久夫さん。参加者は
ツツジをはじめ富士山周辺に生息する植物の解説を聞きながら、富
士山資料館から富士山遊歩道、愛鷹ツツジ群生群落まで歩きました。

青空の下、全16チームが熱戦� ５月20・21日

第 5 回裾野ライオンズクラブ富士山カップ選抜学童野球裾野大
会が運動公園野球場などで行われました。県内の 16 チームが集ま
り熱戦を繰り広げました。市内からも「深良ガッツ少年野球団」を
はじめ 3 チームが出場し、日ごろの練習の成果を発揮しました。
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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。今回、既に整備が済んでいる 76区画の墓所使用者
を募集します。申込受付期間は、７月７日㈮までで、引き
渡しは９月初旬ごろになります。募集区画は残りわずかと
なりました。市内に墳墓がない方は、お申し込みください。

生活環境課　 995-1816

募集区画は 76区画

３平方メートル（標準タイプ）／ 75 区画
１号墓域

▲

３区画
２号墓域

▲

１区画
３号墓域

▲

71 区画
６平方メートル（倍区画タイプ）／１区画
　※４～９号墓域は未完成

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が対象

　次のいずれかに該当する市内に墳墓を持っていない
方、または改葬予定の方が対象です。
●市に住民登録がある方
●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、または市外に住んでいて市
内の事業所に勤務している方

※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。

申し込みは７/７㈮まで

申込方法／生活環境課または富岡支所、須山支所にあ
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。
※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／７月７日㈮まで　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
墓所使用許可申請時に納付

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。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使用許可
を受けた日から２年以内に返還する場合は、永代使用
料の２分の１を返金します。

3㎡（標準） 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

▼

▼

▼
墓所使用許可書の発行・引き渡し（９月初旬）

墓所使用許可申請、永代使用料・管理料の納付

抽選会・使用区画の決定（７/14㈮）

墓所使用申込書の提出（７/７㈮まで）

6
2017.6.15

特集３

市営墓地 76 区画の墓所使用者を募集
申込受付は７/ ７㈮まで



※広報すその６月１日号16ページのお知らせ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。
　「元メダリスト選手 水鳥寿思氏による体操体験会」講師の正しい読み仮名は「ひさし」です。

インフォメーション

健康診査実施医療機関一覧
おわびと訂正

健康診査の受診票に同封した
『平成 29 年度裾野市・沼津市・
清水町・長泉町がん検診等、特定・
後期高齢者健康診査実施医療機関
一覧」裏面の大坂屋クリニックの
検診項目に誤りがありました。お
わびして訂正します。

正しくは、大坂屋クリニックで
は、胃がんバリウム検診は実施し
ません。
健康推進課　992-5711

昭和 61 年 10 月に市議会
議員に当選し、４期 16 年に
わたり市議会議員を務めまし
た。裾野インターチェンジや
中島苑の建設の推進、裾野赤
十字病院の医療の充実など市
民の社会福祉の増進や生活環
境の充実に尽力するなど、市
政の発展に寄与しました。

昭和 45 年に富岡第一小学
校教諭として、初めて教壇に
立ち、東小学校など駿東地区
の小・中学校の校長を歴任し
ました。東部教育事務所生涯
学習担当参事、全国連合小学
校理事を歴任し、退職後は駿
東地区教育協会理事として、
教育の発展、充実に貢献しま
した。

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　

Information

竹灯り七夕まつり

園内通路に竹灯りを配置する夜
間開放イベントを開催します。

７月７日㈮　18 時～ 21 時
中央公園
駐車場／中央公園駐車場
商工観光課　995-1825

自衛官採用制度説明会

７月２日㈰・16 日㈰　13 時～
17 時

　８月４日㈮　９時～ 12 時
市役所地下会議室
募集項目や資格、試験日程、待
遇などの説明
自衛隊三島募集案内所
　989-9111

母子家庭等医療費助成制度

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
座が分かるもの、はんこ

【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㈮
　※㈯㈰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 29 年 1 月 2 日
以降に当市に転入した方は、平
成 28 年分源泉徴収票、平成
28 年分確定申告の控え、平成
29 年度課税（非課税）証明書
のいずれかが必要
子育て支援課　995-1841

藤森 周一郎さん
元市議会議長

旭
日
双
光
章

瑞
宝
双
光
章

芹澤 修さん
元公立小・中学校校長

春の叙勲
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インフォメーション

Information

富士山マイカー規制

富士山の自然を守り快適な登山
のため、マイカー規制を実施しま
す。規制期間中はマイカーの通行
ができません。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 10 日㈪９時～９月 10 日
㈰ 18 時
須走口（ふじあざみライン）

７月 10 日㈪ 12 時～９月 10
日㈰ 12 時
駐車料金／１台 1000 円
県道路企画課
　054-221-3359

労働保険料などの申告・納付

労働保険の概算・確定保険料と
石綿健康被害救済法の一般拠出金
の申告・納付を期限までに行って
ください。
申告・納付／最寄りの金融機関ま

たは、静岡労働金庫、労働基準
監督署へ申告書を添えて労働保
険料などを納付してください。
申告書のみ提出／静岡労働局労働

保険徴収課または、労働基準監
督署へ提出してください。
７月 10 日㈪
労働保険料などの納付は、口座
振替が便利です。
コールセンター

７月 12 日㈬　９時～ 17 時
　※㈯㈰を除く

0120-335-546
静岡労働局労働保険徴収課
　054-254-6316

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 24 日㈯・８月 13 日㈰ 17
時～19 時、９月 18 日㈪・10 月
21 日㈯・29 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。
11 月以降も開催します。
生涯学習課　992-3800

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。

�富士学校　0550-75-2311
　平日▶
　　演習場管理課　内線 2291
　㈯㈰・祝日▶
　　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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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

すその夏まつり花火大会
桟敷券などの販売

８月５日㈯に運動公園で行うす
その夏まつり花火大会の桟敷券な
どを販売します。販売は、券がな
くなり次第終了します。

７月５日㈬　９時～
●桟敷券・スタンド席券・野球
場外野席券・障がい者駐車券

▲

観光協会（中央公園内）●桟敷
券・スタンド席券

▲

市役所、富
岡支所、市民文化センター、須
山支所●桟敷券

▲

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
●桟敷券（駐車券付き）１万２千
円●桟敷券（駐車券なし）１万円
●スタンド席券（駐車券なし）
２千円●野球場外野席券（駐車
券なし・ 指 定 席・ 選 択 不 可）
３千円●障がい者駐車券２千円
障がい者駐車券の購入は、障が
い者手帳または、療育手帳が必
要です。
夏まつり実行委員会事務局
　992-5005

ビブリオバトル
『たにちゅー』がやって来る！

ビブリオバトルの考案者谷口忠
大（たにちゅー）さんが、ビブリ
オバトルの面白さやポイントを伝
えます。

８月９日㈬　13 時～ 15 時
東西公民館（鈴木図書館３階）
20 人（先着順）
谷口さんの講演とワークショッ
プ
電話またはファクスで鈴木図書
館へお申し込みください。
鈴木図書館　992-2342
992-2373

いわなみキッチン

いわなみキッチン（産業連携地
域プラットフォーム拠点施設）が、
レンタルスペース・レンタルキッ
チンとしてどなたでも利用できる
ようになりました。会議や勉強会、
料理教室などで利用できます。

㈪～㈭　９時～ 17 時
岩波 249-1
利用料金

　 １時間 終日
（８時間以上）

ホールのみ 500円 4,000 円
ホール・
キッチン 1,000 円 8,000 円

いわなみキッチンへ電話または
メールで利用日の１週間前まで
にお申し込みください。

939-5800
iwanami.kitchen@

　gmail.com
いわなみキッチンでは、毎週金
曜日に行う中小企業相談の他、
ビジネスセミナーなど各種イベ
ントを開催しています。
商工観光課　995-1857

自動販売機の設置者

鈴木図書館に自動販売機を設置
する事業者を募集します。
設置場所／図書館屋外敷地内 
販売品目／清涼飲料水　※缶・瓶・

ペットボトル・紙パックなどの密
閉された容器のものに限る
台数／１台
貸付期間／８月１日㈫～平成 32

年７月 31 日㈮
選定方法／制限付き一般競争入札

募集要領を確認し、鈴木図書館
へ必要書類を提出してください。

　※募集要領などは市公式ウェブ
サイトからダウンロード可
６月 29 日㈭～７月７日㈮　９
時～ 17 時　※７月３日㈪（休
館日）を除く
鈴木図書館　992-2342

ひきこもり家族教室

ひきこもりについての学習や話
し合い、情報交換ができる教室で
す。

①７月25日㈫　②８月22日㈫
　③９月26日㈫　時間はいずれも

13 時 30 分～ 16 時
東部総合庁舎（沼津市高島本町）
ひきこもりの状況にある 18 歳
以上の方を持つ家族で、初めて
受講する方
①ひきこもりの基礎知識②具体
的な家族の対応③支援窓口につ
いて
講師／①精神保健福祉センター職

員② NPO 法人職員③就労支援
機関職員
事前に、保健師・精神保健福祉
士が家族と面談を行います。
県東部健康福祉センター

　福祉課　920-2087

お知らせ
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インフォメーション

Information

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４日㈫、18 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

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
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
７月３日㈪　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。
戦略広報課　995-1802

夏のわんぱくキャンプ

アウトドア料理、キャンプファ
イヤーなど「人と人がふれあう楽
しさ」を感じることができる野外
体験活動です。

８月４日㈮～６日㈰

十里木キャンプ場
市内の小学４～６年生
80 人（先着順）
小学校で配布される申込書に必
要事項を記入し、生涯学習課へ
提出してください。
７月１日㈯、２日㈰　９時 30
分～ 13 時
生涯学習課　992-3800

ソーラークッカーと
エコたわしづくり

ソーラークッカー（太陽光で調
理する器具）の作製と調理やアク
リル毛糸で、自然に優しいエコた
わしを作ります。

７月 25 日㈫　９時 30 分～ 12
時ごろ
南児童館２階集会室
小学生以上の方
20 人（先着順）

講師／三島市ストップ温暖化推進
員
200 円（材料費含む）
南児童館へ参加費を添えてお申
し込みください。
６月 24 日㈯～７月 21 日㈮
飲み物、帽子など
雨天、曇天時は調理を行いませ
ん。
生活環境課　995-1816
　南児童館　993-1881

夏休み勾玉づくり講座

石を削ってオリジナルの勾玉を
作ります。

７月 30 日㈰
午前の部▶ 10 時～ 12 時
午後の部▶ 14 時～ 16 時
富士山資料館
小学３年生以上の方
各 20 人（先着順）
300 円（キット代含む）
７月５日㈬～ 20 日㈭
汚れても良い服、マスク、飲み
物など
富士山資料館　998-1325

親子エコキャンドルづくり

家庭で使い終わった油を活用し、
エコキャンドルと廃油石けんを作
ります。

８月 19 日㈯　９時 30 分～ 11
時 30 分ごろ
北児童館
小学１～３年生と
その保護者
20 組（先着順）

講師／北上えこくらぶ
200 円（材料費含む）
北児童館へ参加費を添えてお申
し込みください。
７月１日㈯～８月 12 日㈯
生活環境課　995-1816
　北児童館　997-8400
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お知らせ

７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

２日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

８日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

９日㈰ ㈲細野設備
☎992-2465

15日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

16日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

17日㈪ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

22日㈯ 植松水道
☎992-4644

23日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

29日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

30日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

１日㈯ 市立水泳場開場
富士山登山道須山口開山式

２日㈰ 婦人バレーボール大会

８日㈯ 社会福祉大会

21日㈮ 市立幼稚園１学期終業式

24日㈪ 市立小・中学校
１学期終業式

７月　カレンダー

データバンク
６月１日現在

人　口　52,568人� （+30人）
　男　　26,712人� （+ 4人）
　女　　25,856人� （+26人）
世　帯　21,652世帯�（+29世帯）
内、外国人� 780人�456世帯

７月　税金・料金
納付期限：７月 31 日㈪

固定資産税・都市計画税 第２期分
国民健康保険税 第１期分
介護保険料 第１期分

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

第 56回市民水泳大会

８月５日 ㈯　９時～
市立水泳場
市内に住んでいるか、通勤・通
学している小学 1 年生以上で、
20 ｍ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。
６月 16 日㈮～７月 16 日㈰
小学３年以下は１人２種目以内。
小学４年生以上は１人３種目以
内（リレー別枠）。
市民体育館　993-0303

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。

７月５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

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。

７月 27 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
７月 13 日㈭
国保年金課　995-1813
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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

救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈯ 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

2 ㈰

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下

本村クリニック 969-0001 大塚 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

3 ㈪ 杉山医院 992-0028 平松 萩野クリニック 966-7111 根古屋 西村医院 971-6510 下土狩

4 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

5 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 よざ小児科医院 967-5722 原

6 ㈭ 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

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

8 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
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

9 ㈰

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

永野医院 962-4450 大岡 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

10 ㈪ 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

11 ㈫ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑
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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

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 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩　

栗田歯科医院
986-1667 下土狩　

9 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

日 内 科 外 科 小 児 科

12 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

13 ㈭ 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

14 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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７月の休館日

●７月の行事予定
おはなしの会
 １日㈯ 14時30分〜 本館1階おはなしのへや
 ８日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック
 12日㈬  9時〜12時 本館２階展示室
 19日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

16ミリ映画祭
 22日㈯ 10時 市民文化センター

親子ふれあいデー
 13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
　 ※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29日㈯　午前の部▶10時〜12時
　　　　　午後の部▶13時30分〜15時30分
と こ ろ／本館２階展示室
定　　員／各15組
申し込み／７月８日㈯９時から受け付けます。　※電話可
そ の 他／駐車場に限りがあるため、公共交通機関または
　　　　　市役所駐車場をご利用ください。

３日㈪、10日㈪、18日㈫、
24日㈪、31日㈪

佐藤　柚
ゆず
歩
ほ

ちゃん
（３歳・石脇）

勝又　煌
こ こ ろ
心ちゃん

（２歳 10 カ月・呼子）

長井　真
ま こ と
心くん

（２歳８カ月・佐野二）

●青の王　The King of Blue Genies
著：廣嶋玲子　東京創元社

●ニャンニャンにゃんそろじー nyan-nyan nyanthology
著：有川浩・ねこまき　講談社

●ライオン・ブルー　Lion Blue　著：呉勝浩　KADOKAWA

●赤いゾンビ、青いゾンビ。
著：川上弘美　絵：門馬則雄　平凡社

●五月の雪　著：クセニヤ・メルニク　訳：小川高義　新潮社

●ケータイくんとフジワラさん
作：市川宣子　絵：みずうちさとみ　小学館

●なんにもできないおとうさん
作・装幀：ひがしちから　あかね書房

●おばあちゃんがこどもだったころ　著：菅沼孝浩　岩崎書店

●ええたまいっちょう！
作：くすのきしげのり　絵：吉田尚令　岩崎書店（えほんのぼうけん　80）

●ノラネコぐんだん　あいうえお
著：工藤ノリコ　白泉社（コドモエのえほん）　

一般書

児童書
新刊おすすめ本

田村　太
たい
陽
よう

くん
（２歳８カ月・本村下）

加藤　暖
はる
人
と

くん
（３歳・千福が丘）
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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 予算・財産・市債の財政状況
p04 すその夏まつり　富士山すその大花火大会
p05 ７月から介護保険料の納付開始
p06 後期高齢者医療制度の保険証　８/１㈫更新
p07 運動公園・市民体育館教室の参加者を募集

６月４日　消防操法大会



市税 国庫支出金 諸収入 市債 地方消費税交付金 県支出金 その他
予算現額 108億5,505万円 31億3,581万円 17億2,596万円 13億6,080万円 10億5,000万円 9億5,374万円 34億4,162万円
収入済額 104億8,290万円 24億3,423万円 16億4,130万円 1,100万円 10億3,419万円 5億7,306万円 27億5,407万円
収 入 率 96.6％ 77.6％ 95.1％ 0.8％ 98.5％ 60.1％ 80.0％

■ 納めたお金（一般会計）
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 8万5,796円 21万1,227円
（5万4,330円） （13万3,758円）

固 定 資 産 税 9万5,630円 23万5,438円
軽 自 動 車 税 2,376円 5,849円
市 た ば こ 税 7,318円 1万8,018円
都 市 計 画 税 7,330円 1万8,045円

合 計 19万8,450円 48万8,577円
（16万6,984円） （41万1,108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 9万5,345円 23万4,737円
教 育 費 4万7,698円 11万7,430円
総 務 費 4万2,904円 10万5,628円
公 債 費 3万2,983円 8万1,204円
土 木 費 4万4,166円 10万8,734円
衛 生 費 4万3,037円 10万5,955円
消 防 費 2万5,771円 6万3,448円
そ の 他 3万3,694円 8万2,954円
合 計 36万5,598円 90万    90円

■ 市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
通
債

土 木 費 44億7,324万円 旧郵政公社 21億2,050万円
教 育 費 21億6,576万円 地方金融機構 34億2,971万円
商 工 費 1億1,729万円 銀 行 な ど 66億1,224万円
民 生 費 4億1,113万円 財 務 省 58億   872万円
そ の 他 112億9,766万円 静 岡 県 1,863万円

合 計 184億6,508万円 そ の 他 4億7,528万円
合 計 184億6,508万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 1億8,043万円 銀 行 な ど 1億8,043万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 59億3,345万円 旧郵政公社 18億　442万円
財 務 省 14億2,832万円
地方金融機構 26億9,251万円
銀 行 な ど 820万円
合 計 59億3,345万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 13億　979万円 財 務 省 8億2,513万円
地方金融機構 4億8,466万円
合 計 13億　979万円

予算現額　　　225 億 2,298 万円
収入済額　　　189 億 3,075 万円
収入率　　　　84.1％
※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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予算・財産・市債の財政状況
平成28年度　下半期（3月 31日現在）財政状況



予算現額　　　225 億 2,298 万円
支出済額　　　193 億 1,234 万円
執行率　　　　85.7％
※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
58億7,684万円 33億3,056万円 30億5,655万円 25億9,733万円 24億7,245万円 17億4,331万円 34億4,594万円 予算現額
50億3,653万円 23億3,300万円 25億1,958万円 22億6,636万円 22億7,337万円 17億4,230万円 31億4,120万円 支出済額

85.7％ 70.0％ 82.4％ 87.3％ 91.9％ 99.9％ 91.2％ 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  504万円 10億1,419万円 100.9％
収 益 的 支 出 7億8,610万円 7億3,862万円 94.0％
資 本 的 収 入 5,900万円 6,083万円 103.1％
資 本 的 支 出 4億5,211万円 2億8,227万円 62.4％

※ 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 1,748万円 1,747万円 99.9％
収 益 的 支 出 1,926万円 1,830万円 95.0％
資 本 的 収 入 4億3,749万円 4億3,747万円 100％
資 本 的 支 出 4億5,686万円 4億5,686万円 100％

※ 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 714,099㎡
建 物 163,545㎡
出資金および
貸 付 金 2億1,605万円

基 金 99億1,504万円
車 両 123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 57億2,360万円 54億1,720万円 94.6％ 51億7,535万円 90.4％
後期高齢者医療事業 4億8,537万円 4億7,940万円 98.8％ 4億1,043万円 84.6％
介 護 保 険 31億9,153万円 31億3,352万円 98.2％ 27億8,397万円 87.2％
土 地 取 得 92万円 92万円 99.8％ 92万円 99.7％
十里木高原簡易水道 5,250万円 2,342万円 44.6％ 1,648万円 31.4％
下 水 道 事 業 12億3,120万円 9億1,082万円 74％ 10億4,639万円 85.0％
墓 地 事 業 4,766万円 4,441万円 93.2％ 4,316万円 90.6％
合 計 107億3,278万円 100億　969万円 93.3％ 94億7,670万円 88.3％

※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29年３月31日現在）

総予算額 344億9,397万円

収入済額 300億1,546万円

支出済額 298億  993万円

財政課
995-1801
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すその夏まつり

８月5日㈯　13時～20時50分
運動公園

富士山すその大花火大会大花火大会

会場周辺案内図・交通規制

15：00～ 23：00

21:00~21:30 は
許可車両のみの
通行になります。

シャトルバス
なし

シャトルバス
あり

246

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 など

市内各地に臨時駐車場・シャトルバスを運行
　臨時駐車場と夏まつり会場を結ぶ無料シャトルバスを
運行します。

出発地 駐車場 運行時間
①市役所 13：30〜
②トヨタ B 駐車場

15：30〜

③市民文化センター 市民文化センター ･
商工会・福祉保健会館

④トヨタ自動車東日本臨時駐車場
⑤須山地区研修センター
⑥富岡第一小学校前 南駿農協富岡支店
⑦南小学校

⑧向田小学校前 偕楽園 ･ 向田小学校
グラウンド

⑨岩波・富士見橋発着所
　（岩波駅近く） なし

臨時駐車場／トヨタ A 駐車場（徒歩約 15 分）

・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、15時から 23時まで上り方向のみの通行になります。
・雨天の場合は、８月６日㈰に順延します。
・運動公園施設は、８月４日㈮から８月６日㈰まで一般利用できません。

【すその夏まつり富士山すその大花火大会公式ホームページ】
https://www.susono-hanabi.com/

ところ 人数 金額
ファミリー芝生席 外野芝生 6人程度 3,000 円
桟敷席 やすらぎの広場 ７人程度 12,000 円
指定席スタンド席
※席選択不可 陸上競技場スタンド 1人 2,500 円

陸上競技場芝生席 南側観客席芝生 1人 1,000 円
※野球場ベンチ（一塁側一部）を無料開放します。

花火の有料席当日券販売

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。普通徴収の方の納付期間は７月から平成 30 年2月までで
す。納付が滞ると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。

介護保険課
995-1821

保険料の納め方

第１号被保険者（65 歳以上の方）
　7 月中旬に介護保険料通知書が届きます。
特別徴収（年金天引き）／年金が年額 18 万円以上の方
普通徴収（納付書・口座振替）／年金が年額 18 万円未

満の方
　※ 65 歳になった方や、転入した方はしばらくの間、

普通徴収になります。
　※今年度から、バーコードが印字されている納付書

はコンビニで納めることができます。（後期高齢者
医療保険料も同様）

第２号被保険者（40 歳～ 65 歳未満の方）
　加入している医療保険と合わせて徴収されるため、
介護保険課からの通知は届きません。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 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 )

※今年度から保険料の段階判定に、現行の合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または、
　短期譲渡所得の特別控除が適用されます。

滞納している保険料がある場合

納期限から１年以上１年６カ月未満の滞納分がある方
サービス費用の全額を自己負担してください。後日、

市へ申請することで保険給付分が支払われます。

納期限から１年６カ月以上経過した滞納分がある方
サービス費用の全額を自己負担してください。後日、

市へ申請しても保険給付分の一部または全部が差し止
めになります。

納期限から２年以上経過した滞納分がある方
滞納期間に応じて、サービス費の自己負担割合が１

割負担から３割負担になります。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。
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７月から介護保険料の納付開始
保険料は所得に応じて 11段階



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から藤色の新保険証

　現在使っているオレンジ色の保険証が使えるのは７
月 31 日㈪までです。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、国保年金課または富岡支所、須山支所へ返却して
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（オレンジ色）

７月 31 日㈪まで

自己負担の割合は前年の所得で決定

医療費の自己負担割合は、１割か３割です。病院で
支払う金額の割合を、平成 28 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
方の自己負担割合は、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（藤色）

８月１日㈫から

見
本

見
本
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後期高齢者医療制度の保険証　８/１㈫更新
自己負担は１割か３割



運動公園と市民体育館の指定管理者が、8 月～ 11 月に開催する教室の参加者を募集します。

運動公園　 997-7277

市民体育館　 993-0303

運動公園で募集する教室

市民体育館で募集する教室

●事前の申し込みが必要な教室
教室名 とき 対象

硬式テニス① ㈬ 13:00 ～ 14:30
18 歳以上の方

硬式テニス② ㈭ 10:00 ～ 11:30
キッズサッカー ㈬ 15:20 ～ 16:20 年中・年長児

ジュニアサッカー ㈬ 16:30 ～ 17:45 小学 1 ～ 3 年生
キッズ体操 ㈬ 15:15 ～ 16:15 未就学児

ジュニア
ベースボール ㈬ 16:30 ～ 18:00 小学 3 ～ 6 年生

運動公園に往復はがきでお申し込みください。
8 月 20 日㈰まで
参加料が必要です。初回参加時にお支払いください。

●事前の申し込みが必要な教室
教室名 とき 対象

生き生き健康体操 ㈪ 11:10 ～ 12:10 40 歳以上の方
卓球教室（初級） ㈪  9:30 ～ 11:00

18 歳以上の方
（高校生を除く）

すこやか体操 ㈫ 13:30 ～ 15:00
ヘルスアップ ㈫ 19:00 ～ 20:30

エンジョイリズム ㈭  9:30 ～ 11:00
硬式テニス教室 ㈬  9:30 ～ 11:00
幼児体育クラス ㈪ 15:20 ～ 16:20 年中・年長児
児童体育クラス ㈪ 16:25 ～ 17:25

小学 1 ～ 5 年生児童体育
チャレンジコース ㈪ 17:30 ～ 18:30

ママと一緒
エクササイズ ㈪ 13:00 ～ 14:00 未就学児童と

その保護者
ジュニア卓球 ㈫ 17:30 ～ 18:45 小学 4 ～ 6 年生

親子健康体操 ㈬ 13:30 ～ 14:30 1 歳半～ 3 歳児と
保護者

硬式キッズテニス ㈬ 15:15 ～ 16:15 4 歳以上の未就学児
硬式ジュニアテニス ㈬ 16:30 ～ 18:00 小学生

キッズダンス ㈭ 16:15 ～ 17:15 4 歳以上の未就学児
ジュニアダンス ㈭ 17:30 ～ 18:30 小学生

新体操 ㈭ 15:30 ～ 16:30 年中・年長の女の子

市民体育館に往復はがきでお申し込みください。
8 月 13 日㈰まで
参加料が必要です。初回参加時にお支払いください。

●事前の申し込みが不要な教室
教室名 とき

はじめてエアロ
㈫ 13:00 ～ 13:45
㈮ 10:00 ～ 10:45

ピラティス・ストレッチ ㈫ 14:00 ～ 14:45
ラテンエアロ ㈬ 10:00 ～ 10:45

リフレッシュ・ヨガ ㈮ 11:00 ～ 11:45

ラウンド
フィットネス

音楽に合わせて筋力トレーニ
ングと有酸素運動を交互に行
うフィットネスです。

各 25 人（先着順）
参加料が必要です。

●事前の申し込みが不要な教室
教室名 とき

シェイプボール ㈪ 19:00 ～ 19:50

ボクシングシェイプ
㈫ 10:00 ～ 10:50
㈬ 19:00 ～ 19:50

初心者のための
トータルストレッチ

㈫ 11:00 ～ 11:50
㈬ 20:00 ～ 20:50

ヨガトレ ㈬ 10:00 ～ 10:50
ディスコワールド ㈭ 13:30 ～ 14:20

ピラティス・ストレッチ ㈭ 14:30 ～ 15:20

はじめてのエアロ
㈭ 19:00 ～ 19:50
㈮ 14:00 ～ 14:50

リラックスヨガ ㈭ 20:00 ～ 20:50
骨盤美活 ㈮ 10:00 ～ 10:50

ラテンエアロ ㈮ 11:00 ～ 11:50
ソフトヨガ ㈮ 15:00 ～ 15:50

各 25 人（先着順）　 参加料が必要です。
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インフォメーション

Information

特別展「富士火山展～富士
山の地下構造に迫る～」

富士山の近年の研究成果からそ
の地下構造に迫り、火山弾などの
噴出物を展示し、富士山が火山と
して今なお活動していることを紹
介します。

７月 15 日㈯～ 10 月９日㈪
開館時間／９時～ 16 時 30 分

富士山資料館特別展示室
入館料／大人 210 円、小・中学

生 100 円
休館日／月曜日（祝日の場合は開

館）、祝日の翌日（土・日曜日
の場合は開館）
富士山資料館　998-1325

すその 16ミリ映画祭

　申し込みは不要です。当日、直
接会場へお越しください。入退場
は自由です。

７ 月 22 日 ㈯　10 時 ～ 12 時
20 分

　※開場 ▼９時 40 分
市民文化センター多目的ホール

上映作品・時間／①ゆうかんな十
人のきょうだい（児童アニメ）

▼ 10 時～ 10 時 20 分
　②森のトントたち（児童アニメ）

▼ 10 時 20 分～ 10 時 45 分
　③トムとジェリー すくえ！魔

法の国オズ（児童アニメ） ▼

10 時 45 分～ 12 時 11 分
鈴木図書館

　992-2342

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。
当市でも広報無線で試験放送を実
施します。

７月５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」『緊急地震速報チャ
イム音』「緊急地震速報。大地
震です。大地震です。これは訓
練放送です」「これで訓練放送
を終わります」
危機管理課　995-1817

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、登記、
会社の設立、増資、成年後見業
務、社会保険労務などの相談。

　●行政相談

▲

行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談。行政相談委員が応じます。
●税務相談

▲

各種税金について
の相談。税理士が応じます。
戦略広報課　995-1802

国保高齢受給者証交付会

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 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

家庭教育支援員を
活用しませんか

　家庭教育支援員は、さまざまな
方に子育てのヒントを見つけても
らうためのお手伝いをしています。
費用はかかりませんので、気軽に
活用してください。

子育て中のお父さん・お母さん
や孫育て中のおじいさん・おば
あさん、これから親になる若者
など
幼稚園や小・中学校の家庭教育
学級、老人会、婦人会、各地区
の活動など希望の場所に出向き
ます。家庭教育ワークシート「つ
ながるシート」を使って、テー
マを決めて話し合う「強制いど
ばた会議」を行うためのお手伝
いをします。

生涯学習課　992-3800

バスの車内事故
防止キャンペーン

　走行中のバスの車内での事故を
防止するため、車内事故防止キャ
ンペーンを実施しています。

７月１日㈯～ 31 日㈪
バス乗車時の注意
●走行中に席を離れると、転倒す

るなどしてけがをする場合があ
ります。バスから降りる際は、
停留所に着いて扉が開いてから
席を立ってください。

●やむを得ず急ブレーキをかける
場合があります。満席のため、
立って乗車する場合は、つり革
や握り棒にしっかりとつかまっ
てください。
中部運輸局静岡運輸支局

　県バス協会　054-255-9281
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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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

よみきかせ屋さん
どのお話が聞きたい！

　申し込みは不要です。時間内は
自由に参加できます。

７月 27 日㈭　14 時～ 15 時
鈴木図書館２階展示室
幼児～小学生とその保護者の方
会場に用意した絵本の中から子
どもたちに好きな絵本を選んで
もらい、よみきかせ屋さんが読
みます。
鈴木図書館　992-2342

あいとへいわ展
えほんを中心にくらしを考える

７月 22 日㈯～８月 31 日㈭
開館時間／９時～ 17 時　※木・

金曜日は 19 時まで
鈴木図書館１階展示コーナー
「くらし」をテーマにした絵本
や物語などの児童書を中心に展
示します。通常は書庫に所蔵し
ている本も展示します。
鈴木図書館　992-2342

にこにこキャラバン
“須山地区の巻”

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

７月 18 日㈫　10 時～ 12 時
須山地区研修センター
未就園児とその保護者の方
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

市有フォークリフトの売却

　市所有のフォークリフトを売却
します。
売却物件／フォークリフト
車種など／トヨタフォークリフト

2.5t ディーゼルエンジン（ヒ
ンジドフォーク）

型式／７FD25
許容荷重／ 2.1 トン
年式／平成 14 年
使用時間／ 3176.8 時間（５月現

在）
売却方法／制限付き一般競争入札
売却物件の公開

７月６日㈭・７日㈮　９時～
16 時
美化センター車庫棟

入札
７月 25 日㈫　９時～
市役所４階 401 会議室
指定の用紙に必要書類を添えて、
次の期間内に総務管財課へ提出
してください。入札説明書など
は、市公式ウェブサイトからダ
ウンロードできます。
７月 10 日㈪～ 18 日㈫　※土・
日曜日、祝日を除く
売却物件に関すること ▼

　美化センター　992-3210
入札に関すること ▼

総務管財課　995-1807

県の男女共同参画会議委員

県の男女共同参画の推進に関す
る施策や、重要事項を調査・審議
する役割を担う委員を募集します。

県内に住んでいる 20 歳以上の
方
４人以内

任期／ 12 月１日㈮から２年間
仕事／年２～３回程度開催を予定

している参画会議に出席し、施
策などの審議をします。
７月１日㈯～ 31 日㈪
書類、面接による選考がありま
す。

県男女共同参画課
　054-221-2824

ファミリー・サポート・センター
フォローアップ講習会

８月４日㈮　９時30分～11 時
30 分　※受付 ▼ 9 時 15 分～
市民文化センター３階視聴覚室
ファミリーサポート全会員と子
育て支援に興味・関心がある方
※親子で参加できます。
40 人（先着順）
『防災訓練！いつはじめる！？ 
今でしょ！！』～お家に帰って 
すぐにできるアイデア 20 連発
～がテーマの講座
会員証（会員の方）、筆記用具
７月 28 日㈮

ファミリー・サポート・セン
ター　965-3681
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インフォメーション

Information

市民文芸誌『文芸すその』
掲載作品

応募部門／特集「わがまち」・「富
士山とわたし」、小説、童話、
随筆、手記、紀行文、詩、短歌、
俳句、連句、その他
文芸を生

なり
業
わい

としない方で、市内
に住んでいるか通勤している方、
市内に住んだことがある方

　※小・中学生は応募不可
応募上の注意／●各部門とも１人

１篇（詩は１人２篇以内、短歌
は５首以内、俳句は５句以内）、
２部門まで応募できます。●筆
記用具は、ボールペンまたはペ
ンを使用してください。●現代
かな使いと常用漢字の使用を基
本とし、楷書で分かりやすく書
いてください。●氏名（ペンネー
ムの場合は実名を併記）・住所・
電話番号・勤務先（通学先）を
作品の終わりに明記してくださ
い。●応募する部門ごと封筒に
入れ、封筒に「文芸すその」と

「部門」を朱書きしてください。
●応募作品は返却しません。

応募方法／生涯学習センターにあ
る所定の原稿用紙に記入し、直
接または郵送で提出してくださ
い。パソコンで所定の規格にし
て作成しても構いません。
７月 31 日㈪　※直接提出の場
合は、30 日㈰まで

生涯学習課　992-3800
〒 410-1123 深良 435
生涯学習センター内「文芸すそ
の係」

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 ▼ 高所作業車講習

（作業床の高さ 10m 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、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、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

夏のビッグイベント「すその夏まつり」と「富士山すその阿波お
どり大会」の運営に協力できるボランティアを募集します。

すその夏まつりを盛り上げる
運営スタッフを募集します。

８月５日㈯ 13 時～ 22 時（業
務内容によって異なる）・６
日㈰８時～ 12 時　※どちら
か１日のみの参加可　
運動公園
20 歳以上の健康な方
●５日（当日） ▼有料席出入
口対応、入場者カウント、観
覧席での販売、その他実行委
員会と共に行う雑務など

　●６日（翌日） ▼会場清掃
７月 14 日㈮
●花火 T シャツ、弁当、飲
み物を配給します。

　●７月 18 日㈫ 19 時から商
工会館で行う説明会への参加
をお願いします。

観光協会　992-5005

富士山すその阿波おどり大会
当日の運営に協力できるボラン
ティアを募集します。

８月 19 日㈯　17 時～ 20 時
45 分　※集合 ▼ 16 時　
すその駅前中央商店街周辺
連運行の安全確保、連運行付
き添い、障がい者席の誘導・
対応、演舞会場でのアナウン
ス・誘導、各連踊り手への給
水、本部運営サポート　※終
了後の片付けにも協力をお願
いします。
８月４日㈮

富士山すその阿波おどり
大会実行委員会
090-1476-5659
fuji_susono_awa@yahoo.
co.jp

すその夏まつり
ボランティアスタッフ

富士山すその阿波おどり大会
会場サポーター

裾野のお祭りを一緒に盛り上げませんか
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お知らせ

夏休み期間中、子どもが対象
のイベントが開催されます。大
人も参加できるものもあります。
参加して、充実した夏休みも過
ごしませんか。

夏休みサイエンス教室～すば
る望遠鏡で見る果ての宇宙～

世界最高機能のすばる望遠鏡
で見た宇宙の不思議についての
講演会です。天気が良ければ、
土星が観測できるかもしれませ
ん。

７月 22 日㈯　18 時 30 分～
20 時　※受付 ▼ 18 時～
生涯学習センター
小学４年生～中学生とその保
護者の方
190 人
生涯学習課へ電話またはメー
ルで、お申し込みください。
メールの場合は、件名を「夏
休みサイエンス教室申込」と
し、住所・氏名・電話番号・
学校名・学年を明記してくだ
さい。
７月 14 日㈮
生涯学習課　992-3800
syakyo@c i t y . su sono .
shizuoka.jp

夏休み手話教室
「手話ってな～に？」

　どなたでも参加できます。親
子での参加も大歓迎です。

７月 15 日㈯・16 日㈰　
　10 時～ 12 時

福祉保健会館３階研修室
30 人程度（先着順）
指文字やあいさつ、自己紹介、
手話の歌、手話ゲームなど
７月 12 日㈬

社会福祉協議会
　992-5750

993-5909

夏休みこども体験講座「紙飛
行機を作ろう、滑空しよう」

　飛行機の飛行の原理を学び、
各自で紙飛行機を製作し、実際
に飛ばします。

８月３日㈭　14 時～ 16 時
東西公民館
市内に住んでいる小学３～６
年生
30 人（先着順）

講師／鈴木尚人さん（沼津工業
高等専門学校教授）
東西公民館事務室にある申込
用紙に必要事項を記入し、提
出してください。　※電話、
ファクス不可
７月 15 日㈯９時～ 23 日㈰
20 時
東西公民館

　992-6677

富士山資料館
夏休みクイズラリー

小・中学生を対象に館内クイ
ズラリーを行います。参加を希
望する方は、当日、受付に声を
掛けてください。

７月 20 日㈭～８月 31 日㈭
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（祝日の場合は

開館）、祝日の翌日（土・日
曜日の場合は開館）
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

なつやすみ１日図書館員

　図書館内と図書館の仕事の見
学と本の貸し出しや返却などの
体験をします。

７月 26 日㈬、８月２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
各日とも各回 16 人（先着順）
鈴木図書館２階展示室で受付
時に配布する申込用紙に必要
事項を記入し、提出してくだ
さい。 ※電話､ファクス不可
７月８日㈯９時～
鈴木図書館　992-2342

もうすぐ夏休み！
イベントや教室に参加して、夏休みを楽しもう！

提供：国立天文台
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インフォメーション

Information

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 18 日㈬

消費者相談室 Counseling Room

Q スマートフォンに「有料動画サイトの料金が
未納です。本日中に連絡がない場合は法的手

続きに移行します」とメールが届いた。利用した覚
えはないが心配。どう対処すればよいか。

Ａ 身に覚えのない代金請求をメールで受けたと
いう架空請求の相談が多く寄せられています。

過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違い
させる言葉で、不安にさせる手口です。
　「早急に連絡ください」と書かれていても慌てて
連絡しないでください。連絡したところ「訴訟の取
り下げのために必要」などと理由を付けられて金銭
を請求されたケースもあります。はがきで同様の請
求を受けたという相談もあるので注意してください。
疑問や不安を感じたときは、相手には連絡せず、消
費生活センターなどにご相談ください。

高齢者向け施設の賢い選び方
高齢者向け施設に入所したいときは、どのように

施設を選べばよいのでしょうか。
施設選びの前に、入所する方が予算、場所、医療、

終身介護など何を一番優先したいのかをしっかり決
めてください。サービスの内容は施設によって異な
り、施設で相談に応じてくれます。自分が何を望ん
でいるのか伝えてください。その後、希望する条件
に合った施設を全て本人と家族で見学しましょう。
チェックポイントは、住空間では、衛生面やにおい、
食堂、共有スペース、住居の広さなどで、医療体制
では、往診医や病院送迎の有無、病気による退去な
どです。施設職員の入居者への接し方や入居者の表
情や様子を観察することも大切です。

さまざまな点から賢く施設を選び、納得してから
施設を決定しましょう。

消費生活センター
995-1854

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３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 18 日㈫～ 31 日㈪
受験に関する講習会を９月 15
日㈮に開催します。希望する方
は、受験と併せてお申し込みく
ださい。
上下水道課　995-1836

第２回３on３大会

８月 20 日㈰　９時～ 16 時
市民体育館
小学生以上の方
１人 500 円
市民体育館にあ
る案内用紙で詳
しい内容を確認し、バスケット
ボール協会へメールでお申し込
みください。
７月 30 日㈰
バスケットボール協会（尾崎）

　090-3511-8950

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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Health

７月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

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。

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

　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。

健診・教室

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※
３・10・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

28日㈮
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

10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

12日㈬・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

６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

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29年１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12月
生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈫
９:00〜９:15

平成27年６・７月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00〜13:15

平成27年１月
生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭
13:00〜13:30

平成26年６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。

日 月 火 水 木 金 土
1

整形
2 3 4 5 6 7 8

外科 整形 内科 内科 内科 整形 整形・内科
9 10 11 12 13 14 15

内科 外科 内科 内科 内科 内科 内科
16 17 18 19 20 21 22

整形 内科 内科 内科 内科 整形 内科
23 24 25 26 27 28 29

整形 外科 内科 内科 内科 整形 内科
30 31

内科 整形
※８日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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救急協力医

７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 ㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 東医院 921-5520 高沢町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

清水館医院 993-2323 茶畑 西方外科医院 921-1333 共栄町

17 ㈪

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

きせがわ病院 952-8600 大岡 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

須山診療所 998-0006 須山 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

18 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

19 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 頴川医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

20 ㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

21 ㈮ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

22 ㈯ 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

23 ㈰

柿田川医院 973-3601 柿田 遠藤クリニック 975-8801 久米田

福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 よざ小児科医院 967-5722 原

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

24 ㈪ つかだ医院 983-1577 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈫ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 守重医院 931-2511 我入道

　江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 おおしろ整形外科

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

27 ㈭ 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

28 ㈮ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野
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７月後期

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  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

受講料

無料
期間限定

レッスン
すごく
楽しいよ！

本田望結ちゃん
み     ゆ

紗来ちゃん
も学んだ天才子

役

無 

料 8672

【実施機関】
2017年6月～12月０か月児・1か月児生後 生後

限定 ※教材費は必要となります。

キャンペーン
受付中！！

【レッスン期間】2017年7月1日～8月31日
オリジナル教材CD
プレゼント！！

受講生
全員

期間限定
入室金
無料
サマーレッスン

受付中

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

16 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉　　

17 ㈪ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町　

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川　　

23 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

はとり眼科
987-6789 中土狩　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

しぶやデンタルクリニック
995-4618 平松　　

30 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

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　　

日 内 科 外 科 小児科

29 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 下香貫

　島郷 西村医院 971-6510 下土狩

30 ㈰

ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

白石医院 951-4593 市道町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

込宮クリニック 992-8686 茶畑 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

31 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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７月の休館日

遠藤梨瑚さんは、４月 15 日㈯に静岡グランシッ
プで行われた第７回全日本極真空手道「型」選手権
大会一般女子クラスで優勝しました。遠藤さんは、
昨年行われた同大会でも中学女子クラスで優勝を果

たしています。今年から高校生になった遠藤さん。
昨年までとは違い学生だけが参加する階級ではなく、
大人に混じっての一般女子クラスでの参加になりま
した。

高校生になって初めての今大会。「受験もあり体
が動かない中ではありましたが、頑張って練習した
成果が出て嬉しいです」と笑顔で話します。

小学１年生から空手を始めたという遠藤さん。「中
学に入り、環境の変化に慣れず空手を辞めたいと
思ったこともありました」と話します。地道に練習
を続けることで優勝できるようになり、今では今後
も続けたいと思うようになったそうです。

心掛けていることはとたずねると「練習中は苦し
くても顔に出さないことを常に心掛けています。で
も、つい顔に出てしまうのですけれど」と苦笑いの
遠藤さん。日々、基礎を大事に練習に励んでいます。

今後の目標は「型と組手両方で優勝したいです。
また、４年後に世界大会があります。世界大会での
入賞に向けて頑張って行きたいです」と力強く語っ
てくれました。これからの活躍が楽しみですね！

全日本極真空手道「型」選手権大会　優勝

遠藤　梨
り
瑚
こ
さん（本茶・15 歳）

3日㈪・10日㈪・18日㈫・24日㈪
31日㈪

疫病の流行

江戸時代の村は、時として自然災害や飢
き

饉
きん

・疫病
にみまわれ、大変な思いをしました。特に現在と違
い、病気の原因や治療方法が分からない中での疫病
の流行は、なすすべもなかったと思います。

文書は 1819 年、ある村から小田原藩に出された
ものです。「私どもの村は前々から困窮していまし
たが、先月の中旬から疫病が流行し、畑の手入れも
難しくなりました。病人になる人が増え、神送りの
儀式を何度も行いましたが、悪病は退散しませんで
した。病死する人も 9 人出ました。村内で協力し
て畑の手入れもしましたが、食料にも困るようにな
りました。役人を派遣の上、食料の拝借をお願いし
ます。とうとう家数
39 軒のうち、病人 87
人、死去した者も 12
人となってしまいまし
た」とあり、窮状を訴
え出ています。

（須山区有文書）

乍恐以書付奉願上候御事

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㈯ ① 11 時 30 分～ ② 14 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
チケット販売／好評発売中
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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
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p09 お知らせ

6 月 20 日　親子のキラキラタイム
県内初の室内型移動公園がやってきた



議案

◆平成 28 年度一般会計繰越明許費
深良中学校校舎耐震・防水改修事業など 18 件、合

計 5 億 2,930 万 3 千円を繰り越しました。

繰越明許費とは、歳入歳出予算のうち、予算成
立後の事由によって、その年度中に支出の終わら
ない見込みのものについて、翌年度に繰り越して
使用する経費。

事故繰越とは、歳出予算のうち、年度内に支出
負担行為をしたもので避けがたい事故のために年
度内に支出を終わらないものについて、翌年度に
支出する経費。

市議会６月定例会が、６月 9日㈮から６月 26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 23案件が審議されまし
た。ここでは、主な議案を紹介します。

◆平成 28 年度一般会計事故繰越
裾野駅西土地区画整理事業 1 件、合計 706 万円を

繰り越しました。

◆市税条例と都市計画税条例の一部改正
地方税法などの一部改正に伴い、それぞれ条例を改

正しました。

◆国民健康保険税条例の一部改正
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律および地方税法施行令の改
正に伴い、条例を改正しました。

◆市固定資産評価審査委員会委員の選任
７月 18 日㈫に任期満了となる小林靖幸委員を引き

続き選任することが同意されました。

◆市農業委員会委員の任命
７月 19 日㈬に従前の制度による委員が任期満了と

なるため、改正後の農業委員会等に関する法律に基づ
く委員として、手綱史芳氏、岡田廣正氏、勝又俊博氏、
杉山邦利氏、西島美津代氏、飯塚芳正氏、神戸俊之氏、
鈴木昭子氏、杉山克己氏、荻田能文氏、勝又実佐男氏、
服部敏淳氏を新たに任命することが同意されました。
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条例改正や補正予算など 23議案を審議



◆市個人情報保護条例及び市行政手続きにおける特定
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
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を改正し
ました。

◆生涯学習センター条例の一部改正
生涯学習センターの効果的な施設管理および運営な

どを図る目的で指定管理者制度を導入できるようにす
るため、条例を改正しました。

◆市立鈴木図書館条例を改正
　市民文化センター図書室の効果的な施設管理および
運営などを図る目的で指定管理者制度を導入できるよ
うにするため、条例を改正しました。

◆市工場立地法に基づく準則条例の一部改正
工場立地法の一部改正に伴い、条例を改正しました。

◆市消防団員等公務災害補償条例の一部改正
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。

◆市道路線の変更
市道 4388 号線（須山地先）の供用開始に伴い、終

点の変更を行いました。

補正予算

一般会計補正予算（第 1 回）
既定の予算総額に 2,300 万円を追加し、歳入歳出

予算総額をそれぞれ 203 億 300 万円としました。今
回の補正予算は、まちづくり関連事業および教育施設
防災対策の強化、子育て支援対策の充実に伴うもので
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 “ 共生 ”

●住みたくなるまち すその
【住みたくなる宅地の創出、出歩きたくなる地域の
創出】

▼ＪＲ岩波駅バリアフリー化整備事業
　岩波駅の安全対策の向上を図るため、駅構内の
バリアフリー化および混雑緩和対策工事に係る設
計を行います。

【市民・企業・行政が一体となった防災・減災の備
えの構築】

▼東中学校昇降口棟地震改築事業
　生徒が安心して学校生活を送るための東中学校
昇降口棟地震改築工事に、付帯工事を追加します。

2　すべての起点となるひとづくり “ 共育 ”

●みんなで子育てするまち すその
【妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実】

▼西小学校第二放課後児童室開室事業
　待機児童が発生していた西小学校に、第二放課
後児童室を７月３日㈪に開設しました。
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耐震補強工事（耐震補強ＰＲ住宅）
【補助額】50 万円 / 戸→ 80 万円 / 戸
※高齢者（65 歳以上）のみの世帯、

障がいのある方などと同居の世帯は
70 万円→ 100 万円

※平成 30 年３月までに工事が完了す
る場合に限ります。

ステップ３

利用実績
（平成 16 ～ 28 年度）
市内 220 棟

まちづくり課　 995-1856

このプロジェクトは阪神・淡路大震災を教訓に立ち上
げられました。震災では８割以上の方が建物の倒壊など
による圧死・窒息死などが原因で亡くなっています。今
後予想される巨大地震から一人でも多くの方の生命を守
るため、市と県は一体となり住宅の耐震化に向けたプロ
ジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」を進めています。

対象／昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の所
有者や居住者
熊本地震の発生を受けた緊急措置として、今年度に

限り、耐震補強を PR する住宅に対し、現行の補助額
に 30 万円の上乗せが受けられます。また、市内の施
工業者を利用し耐震補強工事を行う場合は、併せて「住
宅建設等促進事業」の助成が受けられます。

対象の方には「専門家の耐震診断（無料）のすすめ」
のダイレクトメールをお送りします。

対象の方は積極的なご利用を。今年度に限り上乗せ助成があります

木造住宅の耐震補強工事までの流れ

下のグラフは、平成 17 年度から平成 28 年度に耐
震補強工事をした方が要した費用です。約半数の方は
150 万円以下で補強工事を行っています。工事費と
補助額との差額が自己負担額です。

耐震補強にかかった工事費（木造住宅）
 （平成 17 〜 28 年度）

0
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耐震補強の設計・工事の注意点
●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。

●どの業者に頼めばよいか分からないときは、
まちづくり課へご相談ください。

専門家の耐震診断
（無料）
市が派遣する専門家

（県耐震診断補強相談
士）による耐震診断
※まちづくり課へ電話

で連絡してください。

ステップ１

利用実績
（平成13～28年度）
市内 1,304 棟

耐震補強工事の設計
【補助額】費用の 2/3 以内
　（上限９万６千円 / 戸）
※高齢者（65 歳以上）のみ

の世帯、障がいのある方
などと同居の世帯は無料

　（上限 14 万４千円 / 戸）

ステップ２

利用実績
（平成 16 ～ 28 年度）
市内 268 棟

今年度に限り
30 万円上乗せ

約半数は
150 万円以下
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住宅の耐震診断・耐震補強のススメ
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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、農地転用の届け出や許可が必要
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、農地転用の届け出や
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け出が必要です。
●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い、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。
　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、農業委員会に届け出が
必要です。

農地に太陽光発電設備を
設置する場合も手続きを！

最近、太陽光など再生可能エネルギーを活用した発
電設備を農地に設置する事例が多くあります。太陽光
発電設備などを農地に設置する場合も、農地転用の手
続きが必要です。設備の設置工事に着手する前に、必
ず農地転用の手続きを済ませてください。

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
してしまう恐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。
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フォトフラフ

Photograph ６月

今月の一枚 This month's best shot

体力、精神力、技術力を発揮して� ６月６日

県消防学校で第 46 回県消防救助技術大会が開催され、富士山南
東消防署員が「ほふく救出」で優勝。「ロープブリッジ渡過」で 3 位と
なりました。市民が安心・安全に暮らせるために積み重ねる、日頃の
厳しい訓練のたまものです。

撮影／杉本武滿さん・公文名

「人権擁護委員の日」の啓発活動が、市役所玄関前で行われました。
法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、来庁者にチラシや啓発
グッズなどを手渡しながら、人権の問題や隣人トラブルなどについ
て「１人で悩まず相談してください」と呼びかけました。

人権を守るパートナー“人権擁護委員”� ６月１日

梅雨入りし、富士山が見えない日々が続きますが、18 日㈰の朝
５時ごろ、タチアオイの間から顔を出す富士山を見ることができま
した。空に向かってまっすぐ伸びるタチアオイ。１度植えると球根
が土の中に残り、毎年花を咲かせます。花は、下の方から順に咲い
ていくため、長く楽しむことができます。

タチアオイと富士山
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Photograph 2017. ６

災害時のドローン活用について協定結ぶ�６月16日

無人航空機（ドローン）は災害時には情報収集や、軽量物資の輸
送を安全かつ速やかに対応ができることから、市と富士空撮サービ
ス、東地区商工振興会で活用について協定を結びました。災害時以
外でもドローンの活用可能性は大きいと語られました。

自分の言葉で思いを発表� ６月４日

第 36 回わたしの主張裾野市大会が市民文化センターで行われま
した。市内の小・中学校、高校の児童・生徒 17 人が社会問題や地域、
学校、家庭生活の中で体験したことなどを思いのこもった自分の言
葉で発表しました。

“父の日”にお父さんたちが熱戦� ６月18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。各
地区の代表 10 チームのお父さんたちが、富士山をバックに熱戦を
繰り広げました。髙村市長は「楽しく試合に臨みつつ、スポーツの
魅力や地域の絆を感じることを期待します」とあいさつしました。

親子で歯と健康について考える� ６月10日

市民文化センターで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～が開催されました。歯科衛生士による歯みがき指導
などが行われ、訪れた親子連れなどは、日頃の歯みがきの仕方につ
いて指導を受けるなど歯や口の健康について、学んでいました。

地域の仲間といきいきと� ６月９日

シニアクラブ裾野スポーツ大会が市民体育館で行われました。約
400 人が参加し、笑顔いっぱいで６種目を競いました。どの競技
でもチームの仲間から「頑張れー！」などと声援が響いていました。
優勝チームは、西三ブロック。４連覇を果たしました。

便利なネットを安全に利用しよう� ６月12日

NEC ネット安全教室が西小学校で開催され、６年生が参加しま
した。グループに分かれて、インターネットセキュリティなどを学
べるすごろく “ セキュろく ” を行いました。インターネットのこと
で困ったら、まずは大人に相談することが大切だと学びました。
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ペットは人に安らぎをもたらし、日々の暮らしを豊かにして
くれます。その一方で、散歩や餌やりの手間、しつけ、病気に
なったときの世話など、大変な面も少なくありません。ペット
と暮らすには、社会でのルールを守り周囲に迷惑をかけないよ
う飼育することが大切です。

生活環境課
995-1816

犬の飼育はマナーを守って

ペットは飼い主にとって大切な家族ですが、飼い方
によっては周囲に迷惑をかけることもあります。ルー
ルとマナーを守ることが大切です。
犬の登録・狂犬病予防注射を

犬の登録は生後 90 日を過ぎた日から 30 日以内に
生活環境課で登録してください。登録料は 1 頭につ
き 3,000 円です。また、年 1 回の狂犬病予防注射が
義務付けられています。
ふんの始末と放し飼いに注意

犬を散歩させるときのふんの持ち帰りは、飼い主と
してのマナーです。持ち帰り袋を用意し、きちんと持
ち帰りましょう。

散 歩 中 は 必 ず
リードをつけ、放
し飼いは絶対やめ
ましょう。犬はお
りに入れるか、丈
夫な鎖や綱などで
必ずつなぎましょ
う。

ペットが迷子にならないように

最近、迷子の犬が増えています。首輪には鑑札、狂
犬病予防注射済票、連絡先などを付け、飼い主が分か
るようにしておきましょう。

飼っている犬が迷子になったときは、次の 3 カ所
に連絡してください。
迷子の連絡先
●生活環境課　995-1816
●東部健康福祉センター衛生薬務課　920-2102
●裾野警察署会計課　995-0110

猫は室内で飼うことを推奨

猫は室内に安心できる場所と適度な活動場所、餌と
トイレがあれば快適に暮らすことができます。交通事
故の危険や不要な病気に感染しないよう室内飼いをお
勧めします。放し飼いで近隣の庭を荒らすなどの近隣
トラブルも防げます。

安易な餌やりがトラブルに

餌をもらっている飼い主のいない猫が、近所にふん
をして困っているという苦情が多数寄せられています。
お腹をすかせた猫を見かねて餌を与えると、その場を
離れなくなります。また、隣近所とトラブルになりか
ねません。猫に餌を与えるときは、去勢・不妊手術を
行い、ふんの後始末も行ってください。飼い主のいな
い猫も去勢・不妊手術の補助対象になります。

去勢不妊手術補助（メス 1 万円、オス 5 千円）
将来、子猫を増やすことを望まない場合は、

去勢・不妊の手術をしましょう。市では去勢不
妊手術の補助を行っています。申請は手術後
60 日以内に行ってください。申請には手術費
用の領収書と手術の証明書が必要です。
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インフォメーション

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　

Information

弁護士による
電話無料相談

　交通事故、借金、相続など相談
に弁護士が応じます。
受付時間／第１・第３木曜日
　13 時 30 分～ 15 時 30 分
　（１回 20 分以内）
　 928-7178

相談は１年に３回までです。通
話料は、相談者が負担してくだ
さい。
県弁護士会沼津支部

　931-1848

富士山南東消防組合
消防職員採用試験（後期）

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。
一次試験／９月 17 日㈰
試験区分・受験資格／

高校卒 ▼平成７年４
月２日以降に生まれ
た方で高校卒業以上
※平成 30 年３月卒
業見込みを含む

採用予定人数／若干名
受験申込書など必要書類を、直
接または郵送で富士山南東消防
本部総務課へ提出してください。
※試験案内（受験申込書）は、
7 月 20 日㈭から富士山南東消
防本部総務課、裾野消防署、長
泉消防署で配布します。（希望
者には郵送可）

８月３日㈭～ 18 日㈮　※郵送
の場合は消印有効
富士山南東消防本部総務課

　972-5801
〒 411-0837

　三島市南田町 4-40

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。

８月９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

すそのスタイルvol.８発行

　テーマは「すその、花ひらくと
き。」です。市内の花の名所や花
屋など、花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。　※ vol.１～７はシビッ
クプライド推進室で配布してい
ます。
シビックプライド推進室 

　995-1803

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

８月２日
㈬

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）

８月 23日
㈬

御殿場健康福祉セン
ター（御殿場市竈）

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

Ｃ型肝炎救済特別措置法
による給付金の請求期限

血液から作られた医薬品を使用
したことによって、Ｃ型肝炎ウィ
ルスに感染した方は、法律に基づ
き、国を相手とする裁判を下記の
期限までに提起し、規定の項目を
確認できれば国と和解した上で、
給付金を受け取ることができます。
裁判を提起できる期限／平成 30

年１月 15 日㈪まで
平成６年ごろまでに出産や手術
による大量出血などの際に、血
液から作られた医薬品（フィブ
リノゲン製剤・血液凝固第９因
子製剤）が使用されたことに
よって、Ｃ型肝炎ウィルスに感
染した方
厚生労働省フィブリノゲン製剤
等に関する相談窓口

　0120-509-002
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インフォメーション

Information

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 20 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 30 年度採用の市職員の秋
期試験を行います。
一次試験／９月 17 日㈰
職種／一般事務（高校卒）、土木

技師、建築技師、幼稚園長
８月１日㈫～ 25 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

暮らしなんでも相談

日常生活で起こるトラブルや悩
み事、困ったことなど、どこに相
談すればよいか分からないときは
ご利用ください。悩み事を一緒に
考え、専門的なアドバイスを行う
機関を紹介します。
相談受付ダイヤル／ 992-3715
受付時間／平日　９時～ 17 時

相談・取り次ぎは原則無料です。
専門家に相談する場合は費用が
かかる場合がます。
ライフサポートセンター

　929-9820

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。
地区 とき ところ
須山 ８月１日㈫ 須山コミセン
東 ８月２日㈬

生涯学習セン
ター

深良 ８月４日㈮
西 ８月９日㈬
富岡 ８月 10日㈭

時間はいずれも
19 時～

生涯学習課
　992-3800

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

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。

８月１日㈫、15 日㈫　13 時～
16 時（１回 45 分間）
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）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

富士山須山口登山道を歩く
～富士下山～

富士山裾野ガイド協会会員が、
学習用テキストを使い下山しなが
ら解説などを行います。

９月 10 日㈰　６時 30 分～ 17
時 30 分
富士山周辺
小学 5 年生以上で 10km 以上
歩ける方
35 人程度（先着順）

ルート／富士宮口五合目から、宝
永第一・第二火口縁、須山口登
山道（幕岩上～須山御胎内）を
経由して水ケ塚公園まで下山
2,000 円（当日徴収）
生涯学習課、商工会、須山支所
にある申込書に必要事項を記入
して生涯学習課へ提出してくだ
さい。　※ファクス可
９月５日㈫
弁当、飲み物、防寒着、雨具、
レジャーシート、簡易トイレ、
手袋など
少雨決行、荒天中止
生涯学習課　992-3800
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お知らせ

しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

７月 29 日㈯、８月 19 日㈯、
９月９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
生涯学習センターまたは、市民
体育館、運動公園にある申込用
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

男性介護者交流会

　介護仲間との情報交換や介護に
ついての相談などを行います。

７ 月 29 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
次のいずれかへお申し込みくだ
さい。

介護家族の会 993-5834
※住所・氏名・電話番号を明記

地域包括センター
　995-1288

北部地域包括センター
　930-5800

担当のケアマネージャーへ直
接申し込む

見守りが必要な家族のために、
別室でミニデイを開設します。
利用する方は、早めにお申し込
みください。
社会福祉協議会　992-5750

迷惑電話非着信
装置の設置

悪質電話を防止するための機器
の設置を希望する方を募集します。
設置期間／９月１日㈮～平成 30

年３月 31 日㈯
次の全てを満たす方
①市に住民登録がある方
②番号表示サービスを利用して

いるか導入できる家庭
③アンケートに協力できる方
60 世帯（応募者多数の場合抽
選）
商工観光課または市内の金融機
関にある申込用紙に、必要事項
を記入し㈱ＴＯＫＡＩケーブル
ネットワークまたは商工観光課
へファクス、郵送でお申し込み
ください。　※申込用紙は各区
の回覧で配布しました。
８月 18 日㈮
商工観光課　995-1857

市公式ウェブサイトの富士山ライブカメラサイトに「自慢の富士山投稿フォト
ギャラリー」が設置されています。市内から撮影した富士山の写真を投稿し、裾野
の魅力、富士山の魅力を伝えませんか。

富士山の写真を自慢「投稿フォトギャラリー」

投稿できる作品／市内で撮影された富士山の写真
投稿情報／撮影日、撮影場所、投稿者名（ニックネー

ム可）、コメント　※サイト上に公開されます。
投稿方法／市公式ウェブサイト内の富士山ライブカメ

ラサイトの「自慢の富士山 投稿フォトギャラリー」
にある専用フォームから投稿してください。

注意／●応募者以外が所有する権利を侵害するものや
法律・公序良俗に反するもの、一般的に立ち入り禁
止に指定されている場所で撮影されたもの、著しく
加工した写真は応募できません。●写真に人物が含
まれる場合、その肖像権は応募者の責任で承諾を得
られたものとし、肖像権侵害などの問題には主催者
は一切の責任を負いません。●写真の著作権は応募
者に帰属しますが、市の PR のための媒体に活用す

ることを許諾するものとします。●投稿写真は、
応募状況、内容を市が確認の上、掲載の可否を
決定します。●写真が投稿された時点で、記載
の注意事項全てについて承諾されたものとみな
します。
写真は、スマートフォンで撮影したもので構い
ません。

戦略広報課
995-1802
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インフォメーション
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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。

８月５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
１人 500 円（レク保険、おや
つ代など）
白い靴下
８月１日㈫

心を育てる講座・こども作法
教室（橋本）　993-5508

プラネタリウム一般開放

８月 20 日㈰
１部

▲

13時30分～14時30分
２部

▲

15時15分～16時15分
　※受け付けは 15 分前から

県立朝霧野外活動センタープラ
ネタリウム（富士宮市根原）
家族、小グループ　※１人可
各回 90 人（先着順）

テーマ／夏の星空☆スペシャル
夏の大三角の見つけ方や七夕の
話の紹介など
１家族（１グループ）500 円
電話または、メールで鑑賞希望
日時、代表者の氏名、電話番号

（携帯）、人数（大人・子ども）
をお知らせください。　※メー
ルは件名に「プラネタリウム一
般開放」と記載
県立朝霧野外活動センター

　0544-52-0321
p l a n e t -
asagir i@
camping.
or.jp

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 28 年 10 月 1
日～平成 29 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

提出方法／農林振興課にある応
募票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。　※郵送可

第 15 回　１等作品
「きれいに揃えようね！」

勝又　俊博さん

※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

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。

８月 24 日㈭　10 時～ 13 時
市役所１階市民相談室
14 人程度（先着順）
８月 10 日㈭

国保年金課　995-1813

第16回「裾野の農業」フォトコンテスト�
� 作品を募集
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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。

７月 24 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）
７月 21 日㈮

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

JAなんすん女子大学

JA なんすん女子大学の第７期
生を募集します。
受講期間／９月～平成 31 年８月 

JA なんすん管内（裾野市、沼
津市［戸田・井田地区を除く］、
長泉町、清水町）に住んでいる
20 代～ 40 代の女性
30 人（先着順）
年間１万円（別途材料費がかか
る場合あり）
JA なんすんホームページから
お申し込みください。
８月 18 日㈮
●託児があります（１歳以上）
●９月４日㈪に入学説明会を行
います。
JA なんすん地域ふれあい課

　933-7009

８月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

５日㈯ 工管設
☎993-1603

６日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

11日㈮ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

12日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

13日㈰ ㈲杉山産業
☎992-1131

19日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

20日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

26日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

27日㈰ 山崎設備
☎997-6766

５日㈯ 市民水泳大会、
すその夏まつり

15日㈫ 戦没者追悼式

19日㈯ 富士山すその阿波おどり大会

20日㈰ 環境美化活動

21日㈪ 県民の日

31日㈭ 富士登山道須山口閉山式

８月　カレンダー

データバンク
７月１日現在

人　口　52,575人� （+７人）
　男　　26,711人� （−１人）
　女　　25,864人� （+８人）
世　帯　21,661世帯�（+9世帯）
内、外国人� 781人�457世帯

８月　税金・料金
納付期限：８月 31 日㈭

市県民税� 第２期分
介護保険料� 第２期分
国民健康保険税� 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

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。

８月22日㈫　９時30分～16 時
御殿場市役所東館２階 201 会

議室
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
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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㈫ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 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

２㈬ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

３㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

４㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 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

５㈯ 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

６㈰

御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

境医院 975-8021 竹原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

７㈪ 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

８㈫ 小林医院 966-7700 今沢 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

９㈬ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

10 ㈭ 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

11 ㈮

池田病院 986-1212 本宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山医院 972-3223 伏見 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

12 ㈯ 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
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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

６㈰ 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　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

ベルの木歯科
992-7777 深良　　

11 ㈮ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

岩端医院
962-1368 大手町　

鈴木歯科医院
993-5151 平松　　

13 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法　　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

さなだ歯科医院
997-2100 御宿　　

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈰

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

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 白石医院 951-4593 市道町

14 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 西村医院 971-6510 下土狩

15 ㈫ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 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／７月 23 日㈰と７月 30 日㈰の歯科の救急協力医が変更となりました。
　　　　　　　　　　変更前：しぶやデンタルクリニック▶変更後：しおみ歯科医院（992-0202　 平松）
　　　　　　　　　　変更前：しおみ歯科医院▶変更後：しぶやデンタルクリニック（995-4618　 平松）
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市立鈴木図書館
992-2342
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年
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7
月15

日
号

木下　咲
もも
花
か

ちゃん
（２歳４カ月・中丸中）

杉本　美
み
優
ゆう

ちゃん
（２歳９カ月・岩波）

峯川　陽
はる
真
ま

くん
（２歳６カ月・公文名四）

勝又　詩
し
乃
の

ちゃん
（２歳６カ月・上城）

松尾　優
ゆ な
那ちゃん

（３歳・公文名二）

８月の休館日

●８月の行事予定
親子おはなし広場
 １日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

おはなしの会
 ５日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 12日㈯ 11時～ 文化センター図書室

ファーストブック
 16日㈬  9時～12時 本館２階視聴覚室
 23日㈬ 13時～16時 本館２階視聴覚室

親子ふれあいデー
 9日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 17日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 25日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

14日㈪、21日㈪、28日㈪

●いつの日か伝説になる
著：藤本ひとみ
講談社（KZ’Deep�File）

●平家物語　犬王の巻
著：古川日出男　河出書房新社

●ピエロがいる街
著：横関大　講談社

●めぐみ園の夏
著：高杉良　新潮社

●偽薬　著：鏑木連　講談社

●きんたろうちゃん
作：斉藤洋　絵：森田みちよ　講談社（どうわがいっぱい　115）

●給食室の日曜日　ゆれるバレンタインデー
作：村上しいこ　絵：田中六大　講談社（わくわくライブラリー）

●レイミー・ナイチンゲール　
作：ケイト・ディカミロ　訳：長友恵子　岩波書店

●おたすけこびとのにちようび
　What Happened at Sunday Picnic?
文：なかがわちひろ　絵：コヨセジュンジ　徳間書店

●ぼくのイスなのに！
作・絵：ロス・コリンズ　訳：いしいひろし　PHP研究所

一般書

児童書
新刊おすすめ本

●夏休み特別映画会
と　　き／８月12日㈯　14時～15時34分
と こ ろ／本館2階視聴覚室
上映作品／オズ　めざせ！ エメラルドの国へ
定　　員／60人
申し込み／整理券を８月５日㈯９時から図書館カウンター

で家族分のみ配布します。　※当日は、整理券
がない方も座席に余裕があれば入場できます。

そ の 他／駐車場に限りがあるため、公共交通機関または
　　　　　市役所駐車場をご利用ください。

※７月31日㈪と８月７日㈪は特別開館日に変更になりました。
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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

Contents
p02 県・南駿地域総合防災訓練を
　　 実施します
p04 共創のまちづくりを実現する
　　 “市みらい会議”
p05 裾野駅西口駐輪場・公衆用トイレが移転します
p06 平成30年度　市立幼稚園の入園児を募集
p07 第34回富士山すその阿波おどり大会
p08 認知症予防のための健康な生活を
p10 フォトグラフ
p12 住宅に係る固定資産税の減額措置

次回の発行日は、９月１日㈮です。

今号は「議会だより」がとじ込みされています。

7 月 2 日　婦人バレーボール大会
1 部リーグ優勝は御宿坂上チーム



総合防災訓練の内容

地域の防災力を高めることを目的に、市民の皆さん
をはじめ各区自主防災組織や防災関係機関、地元企業

項目 ところ 内容

安否確認（避難行動）訓練 各区などの避難地
広域避難地

市民参加による安否確認、広域避難地への避難訓練、避
難所見学

物資集積所訓練 市民文化センター 地元企業と連携した物資受け入れ、仕分け訓練

救出救助訓練 市民文化センター駐車場 自衛隊や米軍、消防署と連携した倒壊家屋からの要救助
者救出訓練、消防団による倒木処理訓練

道路啓開・信号機復旧訓練 市民文化センター周辺道路 県警による多重事故車両の撤去、信号機復旧、交通誘導
訓練

女性目線のモデル
避難所展示 生涯学習センター 連続講座受講生による「女性の視点から考えたモデル避

難所」の展示
生活支援（炊出し）

訓練 生涯学習センター駐車場 裾野市赤十字奉仕団による包装食袋の調理訓練、自衛隊
による炊出し訓練

災害ボランティア訓練 福祉保健会館
社会福祉協議会や市災害ボランティアコーディネーター
の会による災害ボランティア本部の運営、災害ボラン
ティアの派遣訓練

医療救護訓練 福祉保健会館 医師会などによる衛星電話通信訓練およびトリアージ訓
練、地元企業と連携した病院への非常給水訓練

富士山火山避難訓練 須山地区（対象区内） 別荘地区や須山四区の区民の方による富士山火山避難訓練

ヘリ誘導・電源車空輸訓練 運動公園
（やすらぎの広場）

自衛隊や消防団、自主防災会と連携したヘリ誘導、電源
車の孤立地域への空輸を想定した訓練

などと連携し、各種訓練を並行して実施します。訓練
に参加して、自助・共助の力を高めましょう。

県・南駿地域総合防災訓練
とき／ 9 月 3 日㈰
地震発生／ 8 時 30 分 ▼広報無線による

訓練放送（須山地区にのみ 8 時 45 分
に富士山火山の訓練放送を実施）

◆総合防災訓練に関する内容は、市公式
ウェブサイトで確認できます。
http://www.city.susono.shizuoka.

　jp/kurashi/6/
　29shizuokaknansun_
　kunren/index.html

9 月３日㈰、大規模地震が発生したことを想定した県・南駿地域総合防
災訓練を市内各所で実施します。大規模災害の発生に備え、地域や家庭の
防災力を高めるため、訓練に参加しましょう。

平成 28 年度医療救護対策調整所訓練
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県・南駿地域総合防災訓練を実施します
テーマは “ 自分を守る 家庭を守る 地域を守る 高めよう 南駿の防災力 ”



危機管理課
995-1817

各自主防災会で訓練を実施

東日本大震災体験者による講演会を実施

防災訓練風景

自
宅

班
（
組
）
の
避
難
地

区
の
避
難
地

広
域
避
難
地
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
）

避
難
所
（
体
育
館
）

8：30

地
震
発
生

広報無線放送
▶震度情報を伝達

避難
・班（組）の
　状況を
　区に報告

・区の状況を
　市に報告

・区長、自主
　防災会長は
　広域避難地へ

広域避難地
訓練終了

区長、自主
防災会長は
メイン会場へ

避難所の
見学へ

・安否確認
・班（組）避難地から
　区避難地までの避難
　経路を確認

・安否確認
・避難経路の確認

・区避難地から広域避難地
　までの避難経路を確認
・広域避難地の区集合位置
　を確認

・避難所見学
　（受付、間仕切り、
　簡易トイレなど）

9：00 9：15 10：00 10：30

避難地へ直接避難
（班・組に所属していない皆さん）

自主防災会の訓練＆タイムスケジュール

　東日本大震災について、当時の状況や対応、
教訓などを体験者が講演します。申し込みは不
要です。直接会場へお越しください。

8 月 20 日㈰　14 時～ 16 時
市民文化センター大ホール

講師／菊池清太さん（釜石市立甲
かっ

子
し

小学校元校
長）

●メイン会場となる市民文化センター、生涯学習セン
ター、福祉保健会館周辺は、訓練車両などで混雑す
る可能性があります。

●９月３日㈰の午前中に信号機復旧訓練を行うため、
「裾野交番北交差点」「文化センター交差点」の信号
機が停止している時間帯があります。付近を通行す
る際は、安全運転をお願いします。

●９月３日㈰の午前中は、市立水泳場が利用できませ
ん。福祉保健会館の入浴施設（せせらぎの湯）は終
日利用できません。

防災訓練に参加し、地域の防災対策を確認しましょう
市民の皆さんは、各自主防災会ごとに実施する安否

確認訓練に参加してください。皆さんの命を守る上で、
「安否情報」や「避難経路の確認」はとても大切です。
大規模災害発災時は、安否確認が取れない方の速やか
な救出活動や、避難地へ安全に避難することが、皆さ
んの命を守ることにつながります。この機会に広域避
難地訓練に参加しましょう。

訓練の内容は、各自主防災会で確認してください。
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共創のまちづくりを実現する “ 市みらい会議 ”
テーマは「田園未来都市とシビックプライド」

特集２

市では、都市のコンセプトに掲げる「田園未来都市」
を市の都市ビジョンに具体化するため、「みらい会議」
を開催します。「田園未来都市」とは、具体的にどのよ
うな都市像なのかを「みらい会議」を通じて議論してい
きます。
企画政策課

995-1804

これからのまちづくり
シビックプライドと共創

自分たちのまちに愛着や誇り（シビックプライド）
をもった市民を増やし、裾野の “ みらい ” を一緒に創
る取り組みが「市みらい会議」です。まちづくりの基
本となる第５次（次期）総合計画をどのように作るか、
中身がどうあるべきかを考えていきます。“ みらい ”
に向かって持続可能なまちを作っていくには、市民の
皆さんと一緒に取り組むことがますます求められる時
代になっています。誰か任せではなく、一人一人がで
きることから「まちづくり」に関わりを持てるような
仕組みを作っていきます。互いに競い合う「競争」で
はなく、共に創り出す「共創」をベースにした仕組み
です。

市民、行政、企業に加え地域で活動する皆さんや
NPO など市民活動団体が、お互いに連携し協力でき
る機会や場を作りながら、多様な担い手が街中でワイ
ワイ、ガヤガヤと楽しみながらまちづくりに取り組む
地域を目指します。

●みらいカード ▼みらい思考・クリエイティブな思考
のヒントとなるよう、みらい会議などで活用。

市みらい会議

共創のまちづくりを実現するために、まちへの愛着
や誇りであるシビックプライドを高め、まちづくりに
関わる人を増やしていきます。

8 月 27 日㈰　14 時～ 16 時
生涯学習センター学習ホール他
市内に住んでいる方や通勤・通学している方など
●市政報告 ▼裾野市長 髙村謙二●ワークショップ

▼テーマ「田園未来都市とシビックプライド」
申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
小さな子どもと一緒の参加も大歓迎です。（遊びス
ペースもあります）

◆市みらい会議の情報は市公式ウェブサイトでご案内
していきます。
http:// www.city.susono.shizuoka.jp/shisei/
11/2/7138.html

みらい会議パートナーを募集中！！

市では、これからのまちづくりに関わりを持つ
方を１人でも増やすため、パートナーを随時募集
しています。市の未来を共に創り出しましょう。
パートナーの登録は、登録カードを提出するか、
メールに必要事項を入力の上、送信してください。
詳しい内容は、市公式ウェブサイトをご覧くださ
い。

http://www.city.susono.
　shizuoka.jp/shisei/11/2/
　7146.html

kikaku@city.susono.
　shizuoka.jp
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特集３

裾野駅西口駐輪場・公衆用トイレが移転します
誰もが利用しやすい駅前広場を目指し

市では、裾野駅西口駅前広場の整備を進めています。駅前広場
の工事に伴い、駐輪場、公衆用トイレを移転します。

区画整理課
994-1274

臨時駐輪場、新設公衆用トイレを設置

今年度の裾野駅西土地区画整理事業で、裾野駅西口
駅前広場内の北側から西口駐輪場内にかけて、（準）
三間堀川河川改修工事を実施します。この改修工事に
伴い、駐輪場・公衆用トイレを移転します。

新しい裾野駅西口駅
前広場は、平成 32 年
度末までに完成を予定
しています。

駐輪場の移転

西口駐輪場を閉鎖し、駅北側および南側の 2 カ所
に臨時駐輪場を開設します。

運用開始日／ 9 月 1 日㈮
※現在の駐輪場は 9 月 16 日㈯以降に閉鎖します。

公衆用トイレ

新たな公衆用トイレを設置し、既存の公衆用トイレ
を撤去します。新設公衆用トイレは 10 月から利用で
きる予定です。

至御殿場

至沼津

至三島

裾野駅工事ヤード工事ヤード裾野停車場線裾野停車場線

平
松
新
道
線（
旧
三
島
裾
野
線
）

平
松
新
道
線（
旧
三
島
裾
野
線
）

駐輪場
(9/16㈯以降閉鎖)

臨時駅前広場

裾野駅送迎用
臨時乗降場

裾野駅送迎用
臨時乗降場

臨時駐輪場
（南側）
自転車300台
バイク15台

臨時駐輪場
（北側）
自転車70台
バイク20台新設公衆用

トイレ

歩行者ルート

裾野踏切裾野踏切

事業全体の問い合わせ：区画整理課　994-1274
駐輪場に関する問い合わせ：危機管理課　995-1817
公衆用トイレに関する問い合わせ：まちづくり課　995-1856
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入園資格

申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児

３歳児 平成 26 年４月２日から平成 27 年４月１日
までに生まれた幼児

４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

５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

募集人員

４・５歳児は、原則として申し込みをした方全員を
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　○富岡第一幼稚園／ 24 人
○西幼稚園／ 24 人　　　○富岡第二幼稚園／ 24 人
○深良幼稚園／ 24 人　　○須山幼稚園／ 24 人

入園の申し込み

昨年度の申し込みから、通園区域を市内全域としま
した。新規に入園する園児については、従来の中学校
区に準じた地区によらず、市内のいずれの幼稚園にも
申し込むことができます。
申込書配布・受付期間／９月４日㈪～８日㈮
　※受付時間 ▼９時～ 15 時（８日㈮は 12 時まで）
ところ／入園を希望する幼稚園
申し込み方法／申込書に必要事項を記入し、提出して

ください。

来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込期間は９
月４日㈪から８日㈮までです。保護者の方は、忘れずにお申
し込みください。

子ども保育課
995-1822

入園児の決定

各幼稚園とも年齢別の定員を超えた場合は、抽選で
入園児を決定します。入園抽選会は９月 21 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 20 日㈬まで掲
示します。

入園面接

各幼稚園で入園面接を行います。４・５歳児は、申
込時に日程を予約してください。３歳児の日程は下表
のとおりです。いずみ幼稚園・西幼稚園は、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、申込
時に予約してください。

幼稚園名 ３歳児の面接実施日

いずみ幼稚園
992-1683 10 月 19 日㈭・20 日㈮

西幼稚園
992-5200 10 月 18 日㈬・19 日㈭

深良幼稚園
997-3598 10 月 17 日㈫・18 日㈬

富岡第一幼稚園
997-1277 10 月 17 日㈫・18 日㈬

富岡第二幼稚園
997-4155 10 月 18 日㈬・19 日㈭

須山幼稚園
998-0096 10 月 10 日㈫・11 日㈬

預かり保育

今年度から 14 時から 15 時までの１時間、子ども
を有料で預かる預かり保育を全園で実施しています。

年齢や各園の予定によって預かることのできる日は
異なります。詳しくは、９月に配布する入園申込書に
同封する案内を確認ください。

6
2017.8.1・15

特集４

平成 30 年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９/４㈪～９/８日㈮



　

【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。

地元参加連
・しずおか富士山すその連
・静岡裾野みどり連
・うぐいす連
・舞路奴連
・トヨタ連
・風流連
・ひびき連
・ほたる連
・にわか連

市外参加連
・東京天水連（東京高円寺）
・吹鼓連（東京高円寺）
・笑星連（神奈川県大和市）
・ぎんざ粋狂連（神奈川県大和市）
・大月合同連（山梨県大月市）
・東林間連（神奈川相模原市）
・伍楽連（神奈川相模原市）
・鳳連（東京都）
・ぬまづ連（沼津市）

い
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み
大
橋

大橋小児科大橋小児科

市民
体育館

裾
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字
病
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Ｊ
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Ｓ
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野
高
校

旧勤労青少年
　　　ホーム
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津
信
用

金
庫

ス
ギ
ヤ
マ

金
ペ
ン
堂

静
岡
銀
行

渡
辺
Ｇ
Ｓ

ベ
ル
シ
テ
ィ

JA泉支店

さくら保育園

パチンコ千両

サンアイ
メガネ

小柄沢公園

県道沼津小山線

警察本部

ニノミヤ
時計店

田代新聞
センター

マックス
バリュ

県道三島裾野線県道三島裾野線 天翔苑
裾野

裾野
警察署

警備本部
大会本部

中駿木材

田中屋

裾 野 駅

市 所役

車両通行止め区間
歩行者専用道路

車両抑制区間

指定方向外通行禁止

一方通行

歩行者専用道路

凡例

分園

ローソン

交通規制図　17時〜 21時

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事務局（木村）
090-1476-5659
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と　き／８月 19 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



認知症は誰にでも起こりうる病気で、単なるもの忘れとは違い、脳の働き
が悪くなり、日常生活が営めなくなる病気です。認知症を予防するためには、
バランスのとれた食事をすること、ウォーキングなどの軽い運動をすること、
外に出て人と関わることが大切です。いつまでも元気で健康的な生活を送れ
るように、地区サロンなどを活用しましょう。

介護保険課
995-1821

介護保険申請の理由

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 421 件でした。
次に多かったのは、脳血管疾患で 282 件、次いで骨
関節疾患が 159 件と続きます。
介護保険を申請した理由（平成 28 年度）

認知症になっても住み慣れた
自宅で暮らし続けるために

市では認知症になっても、できる限り住み慣れた自
宅で暮らし続けるための地域づくりを目指しています。
●認知症サポーター養成講座

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。認知症についてより多くの人に知ってもらうた
め、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講座を
開催しています。

認知症の基礎知識やサポーターとしてできることを
学びます。講話の他、寸劇や紙芝居を使うこともあり
ます。

小学生以上の５人以上の団体
介護保険課へ直接または電話でお申し込みください。

●認知症に関する相談窓口
介護保険課の他、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

●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です。
配布場所／介護保険課、
　地域包括支援センター、
　市内の医療機関、公共
　機関など
●認知症カフェ
　物忘れの相談やミニ知識の習得を行います。茶話
コーナーもあります。
かぼちゃカフェ

毎月第１火曜日 13 時 30 分～ 15 時 30 分
ウエルシア薬局裾野深良店

あじさいカフェ
毎月第４木曜日 13 時 30 分～ 15 時 30 分
地域包括支援センター

●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。
p ９に掲載しているサロンは、社会福祉協議会など

が講師の派遣などを行っています。未掲載のサロンが
あれば、ご連絡ください。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
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認知症予防のための健康な生活を
地区サロン、認知症サポーター養成講座など



地区 サロン名 とき ところ 対象

西

西地区たのしみサロン 第１㈫　10:00 ～ 11:30 二本松集会所 市民

南地区たのしみサロン 第３㈭　10:00 ～ 11:30 南小学校 市民

佐野若狭区ふれあい塾 第４㈮　10:00 ～ 12:00 佐野一区集会所 区民

桃園区ふれあいサロン 月 1 回（不定期）　13:00～15:00 個人宅 区民

南町区ふれあいサロン 第４㈭　10:00 ～ 11:30 南町公民館 区民

緑町区陽だまり会 第２㈬　10:00 ～ 11:30 東西公民館 区民

東

東地区ふれあいサロン 第１㈬　10:00 ～ 11:30 東地区コミュニティセンター 市民

富士見台区いきいきサロン 第１㈮　10:00 ～ 11:30 富士見台公民館 区民

公文名 5 区ふれあいサロン 第３㈬　9:30 ～ 12:00 公文名五区公民館 区民

青葉台区サロン日向ぼっこ 第１㈭　10:00 ～ 12:00 
第３･４・５㈭　10:00 ～ 15:00 青葉台公民館 区民

和泉区ふれあい井戸端 第４㈫　10:00 ～ 11:30 和泉区ふれあいの家 区民

中丸区ふれあいサロン 第３㈬　13:30 ～ 15:00 中丸上公民館 区民

中丸下区ふれあいサロン 第２・４㈪　13:00 ～ 15:00 個人宅 区民

中丸下区ひだまりサロン 第４㈭　10:00 ～ 11:30 中丸下公民館 区民

天理町区ふれあいサロン 毎月１回（10 日前後） 
10:00 ～ 11:30 天理教信者会館 区民

平松地区ふれあいサロン 第３㈯　10:00 ～ 11:30 平松公民館 区民

ふれあい塾本村下 第４㈬　13:00 ～ 15:00 平松本村下公民館 区民

鈴原区ふれあいサロン 第１㈫　10:00 ～ 12:00 鈴原区集会所 区民

麦塚区ふれあいサロン 第３㈯　10:00 ～ 12:00 麦塚公民館 区民

茶畑団地区ふれあい塾 年４回程度　10:00 ～ 11:30 茶畑団地集会所 区民

深
良

深良地区サロンコスモス会 第１㈮　13:30 ～ 15:30 生涯学習センター 市民

コミュニティキッチンわいち 第２㈪　11:30 ～ 14:30 和市区集会所 区民

深良新田区サロン 第３㈭　10:00 ～ 12:00 深良新田区公民館 区民

富
岡

富岡地区サロン花の会 第１㈪　13:30 ～ 15:30 富岡地区コミュニティセンター 市民

呼子地区ふれあいサロン 第１㈭　10:00 ～ 11:30 呼子区公民館 市民

いきいき健康サロン千福が丘 毎月１回（20 日前後） 
13:00 ～ 15:00 千福が丘町内会館 区民

ハートサロン 
in 千福が丘アートサロン 毎週㈮㈯　10:00 ～ 17:00 千福が丘アートサロン 

（個人宅） 区民

千福南区ふれあいサロン 年２回程度　10:00 ～ 17:00 サンベール裾野管理人室 区民

須
山

須山ごんべっこの会 第２㈭　13:30 ～ 15:00 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）

月１回（不定期） 
10:30 ～ 11:30 個人宅 区民
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Photograph ６・７月
フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot

地域を見守る協定を締結� 6月28日

市内郵便局と市が「地域における協力に関する協定」を結びまし
た。高齢者や障がい者などの住民の異変、道路の損傷、不法投棄な
どの情報提供を行うもの。これまで個別に結んでいた協定を統一し
たことで、より効果的になることが期待されます。

撮影／パノラマロード

6 人の人権擁護委員による子ども人権教室が、千福が丘小学校で
行われました。子どもたちと一緒に「おもいやり」「ゆうき」「やさ
しさ」について考えました。子どもたちは真剣に視聴し、人権擁護
委員の質問に考えをはっきり伝えていました。

千福が丘小学校で子ども人権教室　� 6月27日

7 月 10 日㈪、ヘルシーパーク周辺のパノラマロードでは、満開
のアジサイと富士山を見ることができました。梅雨の晴れ間、久し
ぶりに顔を出した富士山に、青いアジサイが涼やかな彩りを添えて
いました。

梅雨の晴れ間に･･････
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Photograph 2017.6・7

約160人でコスモスの種まき� 7月15日

黄花コスモスの種まきがパノラマ遊花の里で行われました。市民
の皆さんや団体、企業など約 160 人が参加。厳しい暑さの中、約
1 ヘクタールの畑に丁寧に種をまきました。今年も秋には、富士の
麓一面に広がるコスモスが見られます。

勇壮な太鼓の音とともに開山式� 7月1日

須山浅間神社で富士山登山道須山口の開山式が行われました。境
内でお払いした後、テープカットが行われ、登山者たちは勇壮な太
鼓の音に見送られながら境内の階段を下っていきました。夏本番を
告げる富士登山シーズンが今年も始まりました。

プロから受けるダンスレッスン� 7月20日

富岡中学校独自の活動として、ご当地ソング「いいじゃないか富
岡」のダンスを学校全体で取り入れています。本物に触れる事業の
一環として、テレビなどで活躍中のプロのダンサーから指導を受け
ました。今後は体育祭や地域のイベントで披露していきます。

安全な花火の遊び方を学ぶ� 7月5日

パネルによる学習や実際に花火を体験する学習会を裾野消防署の
職員が御宿台保育園で行いました。楽しむときのお約束を学んだあ
と、実際に自分で火をつけてみました。おっかなびっくりの子ども
もいましたが、みんなで花火を楽しみました。

すそのんプリウスが疾走� 7月1日

富士スピードウェイで開催された「エコカーカップ 2017 夏」に、
市役所有志職員がすそのんプリウスで今年も参戦しました。スピー
ドだけを追求するレースとは違い、いかに燃費よく走れるかも重要
な勝敗のポイント。クラス 2 位の成績を収めました。

竹灯りで星に願いを� 7月7日

竹灯り七夕まつりが中央公園で初開催され、約 400 個の竹灯籠
が優しい灯りで園内を包みました。模擬店が並び、浴衣姿の親子連
れなどでにぎわいました。旧植松家住宅では、コンサートが行われ、
バイオリンやギターなどの演奏で良い雰囲気を演出していました。
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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 平方メートル
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 平方メートル～ 280 平方メートルの
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 平方メートル～ 280 平方メートル
の併用住宅

③住宅１戸あたりの床面積が 40 平方メートル～
280 平方メートルの一戸建て以外の賃貸住宅・
共同住宅など

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 平方メート
ル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
たしている住宅

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

住宅改修に伴う減額措置

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 平方メートルまでの税額が２分の１（長期優
良住宅の認定を受けて改修した場合は３分の１）に減
額されます。

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
平方メートル分の税額が３分の２（長期優良住宅の認
定を受けて改修した場合は３分の１）に減額されます。

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 平方メートル分までの税額
が３分の２に減額されます。

児童福祉法関係の特例に
関するお問い合わせ

・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
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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　

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 30 日㈬
美化センター　992-3210

県民の日　富士山資料館
特別開館・入館料無料

富士山資料館では、県民の日を
記念し、特別開館します。無料で
入館できます。

８月 21 日㈪
開館時間／９時～ 16 時 30 分

富士山資料館　998-1325

介護保険法改正
月々の負担の上限変更

８月から、一部の方の高額介護
サービス費の基準が変わります。

世帯のどなたかが市民税を課税
されている方

負担の上限（月額）／ 44,400 円
（世帯）　※同じ世帯の全ての
65 歳以上の方（サービスを利
用していない方を含む）の利用
者負担割合が１割の世帯は、年
間上限 446,400 円（３年間の
時限措置）
詳細は、７月下旬にお送りした
負担割合証に同封のチラシをご
覧ください。
介護保険課　995-1821

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　

市指定給水装置
工事事業者の追加

次の事業者が追加されました。
事業者名／㈲笠井技建
　富士市永田北町 8-1
　 0545-51-7444

上下水道課　995-1834

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 28 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
９月 14 日㈭

国保年金課　995-1813

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
質に問題ない商品を集め、県内で
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。●賞味期限が平成
29 年 11 月以降で、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

８月 15日㈫に黙とうを

８月 15 日㈫は、戦没者を追悼
し平和を祈念する日です。全国戦
没者追悼式にあわせて、正午に１
分間サイレンを鳴らします。先の
大戦で亡くなられた方々を追悼し、
平和を祈念するため、正午のサイ
レンに合わせて黙とうをささげて
ください。

社会福祉課　995-1819

市民無料相談

８月 21 日㈪　※受付

▲

終了時
刻の 20 分前まで
市役所４階会議室
●資格団体相談（10 時～ 12 時）

▲

土地、家屋（マンション含む）、
相続、各種登記、会社の設立、
増資、成年後見業務、社会保険
労務などに関する相談。司法書
士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士、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

※広報すその７月 15 日号 10 ページ「暮らしなんでも相談」の記載内容に誤りがありました。
　おわびして訂正します。相談受付ダイヤルの正しい番号は、922-3715 です。 13
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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。

９月 20 日㈬　13 時～ 16 時
熱海健康福祉センター（熱海市
水口町）

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。

９月８日㈮
　13 時 30 分～ 15 時

市民文化センター３階 31 会議
室
認知症の方を介護している家族
の方
ユマニチュード DVD 上映会
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
社会福祉協議会　992-5750

浄化槽くみ取りの休止

次の期間は浄化槽清掃業者が休
業するため、くみ取りができませ
ん。

８月 11 日㈮～ 16 日㈬
各地区の清掃業者
●西・東・深良地区 ▼山水総業
　電話 992-1561
●富岡・須山地区 ▼富士クリーン

サービス　電話 997-6100
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。秘密
は厳守します。

８月 15 日㈫、９月５日㈫・19
日㈫

　13 時～ 16 時（１回 45 分間）
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）
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

夜な夜な�おはなし会

夏の夜にぴったりな怖い話を集
めたおはなし会です。入退室は自
由です。事前の申し込みは不要で
す。当日、直接会場にお越しくだ
さい。

８月 26 日㈯
　18 時 10 分～ 19 時 10 分

鈴木図書館２階視聴覚室
幼児以上の方
鈴木図書館　992-2342

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。

８月 14 日㈪ ･28 日㈪、９月
11 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

８年に１回、水道メーターを更新 ８月 21 日㈪～９月４日㈪

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。

●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。

●９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
値がゼロを若干上回っていま
すが、その分の料金は発生し
ません。
上下水道課　995-1834
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お知らせ

国民健康保険の保険証更新

10 月 1 日㈰から使用できる新
しい保険証を、9 月 30 日㈯まで
に郵送します。普通郵便以外での
配布（特定記録郵便・簡易書留・
国保年金課窓口）を希望する方は、
事前にご連絡ください。

国保年金課　995-1814

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 24 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館３階研修室
昭和 22 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

SUSONOエコマルシェ

リメイクワークショップやリメ
イク雑貨などが集まるエコマル
シェを当市で初めて開催します。
オシャレにリサイクルする楽しさ
を体感してください。

８月 24 日㈭　10 時～ 14 時
市民文化センター多目的ホール
エコバッグリメイクコンテスト、
古 着 シ ョ ッ プ、 体 験 ワ ー ク
ショップブース、リメイクブー
ス、レアものブース、レトロ
& ヴィンテージブース、遊び
ブース、癒しブース、フードブー
ス、ステージ（ゆるキャラ撮影
会、キッズコーナーなど）、お
もちゃ交換会、おもちゃ病院
商工会　992-0057

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（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／支給日前月までの４カ
月分を指定口座に振り込み
●必要な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。●８月は、児童扶
養手当の更新手続きの月です。
受給資格者の方に通知を８月上
旬に送付します。手続きを行っ
てください。
子育て支援課　995-1841

道路上にはみ出した樹木や
雑草は所有者が処理を

　個人の土地から道路上にはみ出
している樹木や雑草は、道路の見
通しを悪くしたりカーブミラーや
標識を見えにくくしたりします。
樹木や雑草をよけて通行したこと
が原因で事故が起こった場合、そ
の所有者が責任を問われることが
あります。
　個人の土地の樹木や雑草は、市
で伐採できません。安全確保のた
め、道路上にはみ出している樹木
や雑草は、早めに伐採・剪

せん
定
てい

をお
願いします。

伐採・剪
せん

定
てい

した樹木や雑草は、
市のごみ出しのルールに従い、
ごみステーションや美化セン
ターへ出してください。
建設管理課　995-1855

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

９月 20 日㈬　10 時～ 12 時
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
９月１日㈮　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

県労働法セミナー

労働基準法をはじめ、働き方に
関する基本的なルールを学ぶセミ
ナーを開催します。

① ９ 月 15 日 ㈮　 ② 10 月 10
日㈫　③ 10 月 17 日㈫

　10 時～ 16 時 30 分
沼津労政会館（沼津市高島本町）
労使関係者や労働問題に関心の
ある方　※過去に受講歴のない
方優先
各回 30 人程度（先着順）
①労働法制の基礎②多様な働き
方に関する法律③労務管理・職
場環境に関する法律
氏名、住所、所属（会社名など）、
電話番号をファクスまたは郵送、
メールで連絡してください。
８月 18 日㈮
県東部県民生活センター労政班

　951-8209
951-8208
〒 410-0801　沼津市大手町
1-1-3 沼津商連会館ビル２階
t o b u - s y o u s o u @ p r e f .
shizuoka.lg.jp
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初心者のための体操教室

９月 15 日㈮・29 日㈮、10 月
13 日㈮ ･27 日㈮、11 月９日
㈭ ･24 日㈮、12 月８日㈮、22
日㈮

　９時 30 分～ 11 時　※１回目
は９時 15 分から、４回目は
12 時までです。
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、過去に健康推進課主催
の運動教室に参加したことがな
い初心者の方や生活習慣の改善
に関心のある方で、全８回を通
して参加できる方
20 人（先着順）
全身のストレッチや腰痛・肩こ
りを予防する体操、ボールを
使った筋力トレーニングなどを
行います。歯科衛生士によるブ
ラッシング指導や栄養士による
食事の話、ヘルシーランチの試
食を実施する日もあります。
400 円（４回目に徴収）
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
３人１組で、健康推進課へお申
し込みください。２人以下での
申し込みも受け付けます。
※電話可
８月７日㈪～ 31 日㈭
この講座は、すその健康マイ
レージ対象事業です。各回参加
時に１マイル加算します。
健康推進課　992-5711

11 月に市民文化センターで開催される市民芸術祭の出展作品や
出演者、参加者などを募集します。

部門 募集内容

第
１
部

展覧会
（１日㈬～５日㈰）

一般書道、篆
てん

刻
こく

、短歌、俳句、連句、ジュ
ニア（書道・生け花）の出展作品

芸術に触れる
文化の日（３日㈮） 実演、体験コーナー設置者

吟道祭（４日㈯） 詩吟の発表団体

囲碁大会（５日㈰） 囲碁愛好会員との公開対局の参加者

音楽祭（５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、二胡な
どの発表団体と大合唱「大地讃頌」の出演者

第
２
部

展覧会
（８日㈬～12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

カンフラワーなどの出展作品

芸能祭（11 日㈯）
日舞・邦楽の部 日本舞踊、民謡、筝

そう
曲などの発表団体

芸能祭（12 日㈰）
洋舞・音楽の部

童歌、歌謡曲、大正琴、バレエ、フラメンコ、
フラダンス、手話ダンスなどの発表団体

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。
団体申し込み ▼８月 20 日㈰

　個人申し込み ▼８月 20 ㈰～ 31 日㈭　※ 28 日㈪を除く
●展覧会の出展作品には、大きさなどの規格の制限があります。出
展作品は、１部門につき１人１点（１組）までです。

　●出展者、出演者、参
加者などの方には、当
日受け付けや会場係な
どの手伝いをお願いす
ることがあります。
生涯学習課

　992-3800

市民芸術祭
出展作品や出演者などを募集
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お知らせ

防衛省採用試験

●一般曹候補生
とき ところ

９月 16 日㈯ 県東部
９月 17 日㈰ 県中部
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 18 日㈪
海上自衛隊 ▼ 23 歳未満の高卒

（見込み含む）の方
　航空自衛隊 ▼ 21 歳未満の高卒
（見込み含む）の方
県東部

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

ふじのくに芸術祭 2017

　９月から平成 30 年１月まで県
内で開催されるふじのくに芸術祭
2017 の参加者や作品を募集しま
す。

●美術部門 ▼芸術祭、写真展、
書道展、優秀作品展●文学部門
文芸コンクール ▼小説、戯曲・
シナリオ、児童文学、評論、随
筆、詩、短歌、俳句、川柳●音
楽・舞台芸術部門 ▼邦楽演奏会、
合唱コンクール、舞踊公演、演劇
コンクール●生活文化部門水石
展●学生アートフェスティバル
●県文化政策課のホームページ
にある募集要項などを確認し、
応募してください。●優秀作品
には、県芸術祭賞、後援者賞、
奨励賞、準奨励賞を授与します。
県文化政策課

　054-221-2254

職種と採用予定人員
職種／幼稚園長　 １人程度
受験資格

次の全ての要件を満たす方
●昭和 28 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 30
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

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・エクセル基礎、ワー
ド・エクセル活用、アクセス基
礎、デジタルカメラ、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、
書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

申し込みは８/25㈮まで平成 30年度採用任期付職員（幼稚園長）を募集

※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 25 日㈮まで
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 25 日㈮（必着）
　８時 30 分～ 17 時
　※土・日曜日、祝日を除く
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
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インフォメーション

Information

指定管理者の公募

次の施設の指定管理者を９月
22 日㈮まで公募しています。詳
細は、市公式ウェブサイトをご覧
ください。
施設名／市民文化センター、生涯

学習センター
指定管理期間／平成 30 年４月１

日～平成 35 年３月 31 日
生涯学習課　992-3800

学校給食試食会

９月 19 日㈫
　11 時 45 分～ 12 時 45 分

学校給食センター
市内に住んでいるか、通勤して
いる方
20 人（先着順）
給食ができるまでの紹介、給食
の試食
324 円（１食分）
8 月 21 日㈪～９月１日㈮

学校給食センター
　992-6868

普通救命講習会

９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。
９月８日㈮
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

県民の日
浄化センター施設見学会

浄化センター内の施設・設備の
見学や微生物の観察などを行いま
す。

８月 21 日㈪
　第１回 ▼９時 30 分～ 11 時 30

分
　第２回 ▼ 13 時 30 分～ 15 時

30 分
狩野川西部浄化センター
氏名、電話番号、希望の回を電
話かファクス でご連絡くださ
い。
狩野川西部浄化センター

　968-2623 
968-2624

９月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

３日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
997-2704

９日㈯ 髙橋設備
993-1336

10日㈰ 小川設備工事店
993-2074

16日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
992-6599

17日㈰ 田央設備㈲
997-5175

18日㈪ パイピング横山
992-3329

23日㈯ ㈲杉山設備工業
993-3030

24日㈰ ㈱西島工業
993-1070

30日㈯ ㈲細野設備
992-2465

８月28日㈪～
10月４日㈬ 市議会９月定例会

　１日㈮ 防災の日

　３日㈰ 県・南駿地域総合防災
訓練

　９日㈯ 敬老会

　16日㈯
　17日㈰

富士山すそのパノラマ
ロードコスモスまつり

　21日㈭～
　30日㈯ 秋の全国交通安全運動

９月　カレンダー

９月　税金・料金
納付期限：10 月２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

ひきこもり講演会

９月５日㈫　10時～12時30分
三島市民文化会館３回大会議室

（三島市一番町）
演題／ CRAFT に基づくひきこ

もりの家族支援
講師／境泉

もと
洋
ひろ

さん（徳島大学大学
院社会産業理工学研究部社会総
合科学域准教授）
会場名（他の会場でも開催があ
るため）、氏名、電話番号、住んで
いる市区町村名を電話かファク
ス、メールでご連絡ください。
８月 25 日㈮
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
054-286-9249
mental@pref.shizuoka.lg.jp
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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

８月の健康コーナー

日（曜日） 時　間
 １日㈫※ 17:00 ～ 19:45
 ８日㈫※  9:00 ～ 11:30
23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
乳幼児

健康相談※
７・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

25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

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

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

内科 内科 整形 内科 内科
6 7 8 9 10 11 12

整形 外科 内科 整形 整形 内科 内科
13 14 15 16 17 18 19

外科 整形 内科 内科 内科 内科 内科
20 21 22 23 24 25 26

内科 外科 内科 内科 内科 内科 整形・内科
27 28 29 30 31

整形 内科 内科 整形 内科
※26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

８日㈫
９:00～９:15

平成29年２月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

22日㈫
13:00～13:30

平成28年１月
生まれの方

２歳児
親子教室

29日㈫
９:00～９:15

平成27年８・９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

10日㈭
13:00～13:15

平成27年２月
生まれの方

３歳児
健康診査

24日㈭
13:00～13:30

平成26年７月
生まれの方

♦体力・運動調査　自分の体力を確認しませんか
　健康チェック、ストレッチを行
い、体力・運動の調査をします。
９月 16日㈯　19時～ 21時
市民体育館アリーナ
平成 29 年４月１日現在、20
歳以上 79歳以下の方
男女各 24人（先着順）

20歳～64歳 ▼握力、上体起こ
し、長座体前屈、反復横とび、
立ち幅とび、20mシャトルラ
ンテスト

　65歳～79歳 ▼握力、上体起こ
し、長座体前屈、開眼片足立ち、
10m 障害物歩行、６分間歩行

運動のできる服装、
　タオル、室内用運
　動靴

９月６日㈬
生涯学習課

　992-3800
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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

８月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈬ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

17 ㈭ 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

18 ㈮ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

20 ㈰

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 東医院 921-5520 高沢町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 田中医院 921-2053 高島町

東名裾野病院 997-0200 御宿 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

21 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

22 ㈫ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 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

23 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 鈴木医院 993-0430 佐野 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

24 ㈭ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

25 ㈮ 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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

26 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 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

27 ㈰

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

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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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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

８月後期

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

20 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見　　

27 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

杉沢歯科医院
975-4618 柿田　　

日 内 科 外 科 小 児 科

28 ㈪ 森医院 966-2017 石川 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

29 ㈫ あそうクリニック 929-7575 筒井町 西方外科医院 921-1333 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

30 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

31 ㈭ 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 星野医院 962-0782 山王台

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

●救急協力医の変更／８月 13 日㈰の産婦人科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：沼津市立病院▶変更後：関谷レディースクリニック（968-6611　 西椎路）
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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

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 萩野クリニック 966-7111 根古屋 田中医院 921-2053 高島町

２㈯ 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

３㈰

武藤医院 931-0088 三園町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

小林内科医院 921-2165 米山町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 五十嵐クリニック 934-6700 志下

４㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 香貫医院 931-2465 本郷町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

５㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 遠藤クリニック 975-8801 久米田 よざ小児科医院 967-5722 原

６㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

７㈭ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

８㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 守重医院 931-2511 我入道

　江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

９㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 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

10 ㈰

あめみや内科 935-1159 吉田町 東医院 921-5520 高沢町

森医院 966-2017 石川 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

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

　江川
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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

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

３㈰ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

タケダ歯科医院
989-3638 本宿　　

10 ㈰ 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　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

せき歯科クリニック
981-2633 的場　　

日 内 科 外 科 小 児 科

11 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

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

12 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 頴川医院 921-5148 高島本町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈭ 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

15 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町
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榊　凛
り
音
ん

ちゃん
（２歳 11カ月・御宿新田）

佐藤　朱
あか
寧
ね

ちゃん
（２歳 11カ月・トヨタ）

六
ろく
車
しゃ
　翠

み
咲
さき

ちゃん
（２歳２カ月・本村下）

伊久美　侑
ゆう
我
が

くん
（２歳４カ月・滝頭）

杉本　海
かい
璃
り

くん
（２歳 11カ月・深良新田）

市立鈴木図書館
992-2342

●９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
 16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
 20日㈬ ９時～12時 本館２階展示室
 27日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 13日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 21日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 29日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

●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/susono/

９月の休館日 ４日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪・28日㈭993-9300

NAVI

グランシップ出前公演
世界のこども劇場 2017

デンマークのシアター・マダム・バッハによる
「World Images ～ちきゅうは宝箱～」を開催します。
と　き／８月 12 日㈯　１回目▶ 11 時～

２回目▶ 13 時 30 分～　※開場▶ 各 10 分前
ところ／大ホール
料　金／全席自由（税込）
　　　　大人▶ 1,500 円
　　　　子ども▶ 500 円（１歳～中学生）
　　　　※０歳児は無料です。
チケット販売／好評発売中

８月の休館日
７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

Contents
p02 富士山を背に咲き誇る花は絶景
p04 岩波駅が生まれ変わります
p05 国保の保険証を10/1㈰更新
p06 『いわなみキッチン』をご利用ください
p07 農業委員12人、農地利用最適化推進委員10人が決定
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p10 9月９日は救急の日

8 月 5 日
第 44 回富士山すその大花火大会



花畑作業スケジュール～パノラマ遊花の里～

【５月】 ▼会員である地元農家の方々の協力で、菜の花
の刈り取りを行った後、畑を耕し、肥料をまきまし
た。

【６月】 ▼６月 20 日㈫にみのり会など 65 人でコスモ
スの種まきと彼岸花の植栽を行いました。

【７月中旬～９月上旬】 ▼ ７月 15 日㈯に約 160 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に、
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の花が見ご
ろを迎えます。

【10 月】 ▼ 10 月 10日㈫
以降にコスモスの刈り
取りを行った後、畑を
耕し、菜の花の種をま
きます。

【３月下旬～４月中旬】
　 ▼菜の花が見ごろを迎
えます。

富士山の眺望が自慢のパノラマロード。パノラマロードを花でいっぱいにする会で
は “ パノラマ遊花の里 ” に、コスモスや菜の花などの景観作物を植え、市内外の方々
に富士山と花の景観を楽しんでもらう活動を行っています。今月の中旬から下旬にか
けてコスモスの花が満開となり見ごろを迎えます。富士山をバックに咲き誇るコスモ
スをお楽しみください。

絶景花畑は市民協働で作りました
～一緒に花畑を作りましょう～

　コスモスや菜の花の花畑は、パノラマロードを花で
いっぱいにする会と市が協力し、畑の耕うんや草刈り
を行い作り上げたものです。種まきや草取りなどのイ
ベントを開催し、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。
　パノラマロードを花でいっぱいにする会では、一緒
に花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。

特集１

富士山を背に咲き誇る花は絶景
裾野から全国へ “ 市民協働による自慢の花畑 ”
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第 7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

　パノラマロードを花でいっぱいにする会が栽培管理
する菜の花畑・コスモス畑と富士山が写っている写真
を応募してください。
応募方法／所定の応募票に必要事項を記入し、作品の

裏側に貼り付けて提出（郵送可）
応募締切／ 11 月 30 日㈭必着
応募規定／未発表作品で、他に発表予定のないもので、

平成 28 年１月１日以降に撮影された、カラーの２
Ｌ・キャビネプリントの単写真。１人３点以内とし
ます。

応募上の注意／●必ず富士山を入れて撮影してくださ
い。●菜の花・コスモス以外でも、会で栽培管理し
ている畑に咲く花やパノラマロード沿線の花も対象
になります。●人物などの肖像権は、応募時に応募
者が了解を得ているものと判断します。

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点以内・賞品）

応募先／〒 410-1192　佐野 1059　パノラマロード
を花でいっぱいにする会事務局（農林振興課）

特集１

農林振興課
995-1823

　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 16 日㈯〜 17 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）
市観光協会　992-5005

　そばの花まつり
９月 16 日㈯〜 17 日㈰　９時〜 14 時
須山十里木そば畑（富士
山資料館近く）
JA なんすん（泉支店）

　992-2020
　天空のダリア祭り

10 月 9 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
㈱フジヤマリゾート

　998-1111

富士山すその三大花まつり2017

会場

会場

会場会場

会場会場

裾野
I.C

国
道
2
4
6
号

東
名
高
速
道
路

至
御
殿
場
市

運動公園

ヤクルト工場
ヘルシーパーク

裾野

忠ちゃん
牧場 梅の里

須山浅間神社

富士山
資料館 至御殿場市

東富士トヨタ自動車
研究所

N

富士山スカイライン

遊園地ぐりんぱ遊園地ぐりんぱ
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踏切踏切

←御殿場←御殿場 沼津→沼津→

駅舎駅舎
ホームホーム

フェンス
設置範囲
フェンス
設置範囲

　平成 30 年度に駅舎を地上に移設し、平成
31 年度に上り線ホーム、多機能トイレが新
たに使えるようになります。平成 32 年度に
はエレベーターを新設し供用を開始します。

平成 32 年度末供用開始を目指して今年度から、JR 東海㈱が岩波
駅のバリアフリー化工事を行います。ホーム中央付近にエレベーター

（車イス対応）を設置し、段差の解消を図ります。また、通勤時の混
雑緩和と安全対策として、上り線ホームを新設します。

特集２

岩波駅が生まれ変わります
ホームが新設されエレベーターが設置されます

既設トイレ

既設駅舎

地上駅舎
（新設）

多機能トイレ（新設） スロープ（新設） エレベーター
（新設） 転落防止柵新設

内方線付き点状ブロック新設

エレベーター（新設）

下り本線

沼津→←御殿場

上り本線

企画政策課
995-1804

平成 31年度に上り線ホーム・平成 32年度にはエレベーターを新設！

岩波駅前にフェンスを設置

完成イメージ

スケジュール

平成 29 年度 工事設計、支障移転など

平成 30 年度 地上駅舎・上り線ホーム・多機能トイレ新設、
内方線付き点状ブロック設置などの工事

平成 31 年度 通路新設、駅舎移転などの工事
平成 32 年度 エレベーター・スロープ新設などの工事

　11 月から駅前広場工事ヤードとして使用するため、フェンスを設置します。設置期間中は、送迎専用駐車場
がなくなります。大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
フェンス設置期間／ 11 月〜平成 33 年 3 月

工事用車両
出入口
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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

　資格証明書を交付され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う必要
があります。支払い後、市役所で特別療養費の支給申
請を行えば、７割分が支給されます。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ときは相談を

税金の納付に困ったら、市役所１階管理納税課へご
相談ください。毎月第１・３水曜日は 19 時まで夜間
納税相談を行っています。お気軽にご利用ください。

管理納税課　995-1811

引っ越しや就職などをしたら
14日以内に届け出を

　国民健康保険に加入するときや脱退するとき、引っ
越すときなどには、届け出が必要です。届け出は 14
日以内に自身か家族などの代理の方が行ってください。

【届け出時の持ち物】
①職場の健康保険をやめた（会社を辞めた）

▼職場の健康保険をやめた証明書
②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
③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
の場合は職場の健康保険に加入した証明書）

④家族の職場の健康保険の被扶養者になった

▼国保の保険証、家族の職場の健康保険の保険証（未
交付の場合は被扶養者になった証明書）

⑤保険証をなくした・汚れて使えなくなった

▼本人確認できるもの、認め印、汚れた保険証

10/1 ㈰からクリーム色の新保険証に

　現在、使っているうぐいす色の保険証の有効期限は
９月 30 日㈯です。新しい保険証はクリーム色です。
更新方法／新保険証を９月 30 日㈯までに市から対象

の世帯に郵送します。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８日㈮ま
でに国保年金課国保係へご連絡ください。

◇退職者医療制度
長年勤めていた会社を退職した方で、国保の退職者

医療制度に該当する方には、対象者用の保険証を郵送
します。

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または国民健康保険被保険者
資格証明書を交付します。
◇国民健康保険短期被保険者証（短期者証）

対象者には事前に、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。
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）
◇国民健康保険被保険者資格証明書（資格証明書）

資格証明書は 10 月２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。
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

国民健康保険は、加入者が納めた国民健康保険税（国
保税）で病気やけがをしたときに助け合う公的健康保険
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、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。

国保の保険証を 10/1 ㈰更新
国保税は期限内に納付を！

特集３

国保年金課
995-1814

新

旧

5
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昨年は 301件の相談に対応
中小企業相談事業『Suso-biz』

販路拡大や起業に関する相談会を開催しています。
希望する方は、事前にお申し込みください。

毎週金曜日　９時〜 17 時
いわなみキッチン
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方、市内に本店・支店があ
る法人を優先します。
１日７組程度
Suso-biz 専用電話 943-7867 または、商工観光課
へ電話、ファクス、メールでご連絡ください。

◆ Suso-biz 開設１周年イベントを開催
　Suso-biz は、開設から１周年を迎えました。それ
を記念して、イベントを開催します。

11 月２日㈭　19 時〜
生涯学習センター２階学習室

裾野のヒト・モノ・コト・情報を料理し、
おいしい時間を過ごす場『いわなみキッチン』

『いわなみキッチン』は、ヒト・モノ・コト・情報
の拠点として今年４月に設立しました。「利用者がシェ
フとなって、地元のヒトやモノを素材に、面白いコト、
面白い情報になるよう料理をしながら、おいしい時間
を過ごす場」をコンセプトに運営しています。

地域に住む方や働く方が集い、コミュニケーション
し、つながる場として利用できます。ぜひ、ご利用く
ださい。

410-1101　岩波 249　 939-5800
iwanami.kitchen@gmail.com
https://www.iwanami-kitchen.com

気軽に集まって勉強できるビジネスセミナー
『いわなみキッチンアカデミー』

組織マネジメントや起業、企画・販促など市内で働
く皆さんの役に立つビジネスセミナーを開催します。

とき 講師

９月 27 日㈬ 増田忍さん
（ビューティーチェリー代表）

10 月 11 日㈬ 川村結里子さん（㈱結屋代表取締役）

11 月１日㈬ 津賀由布子さん
（㈲サンディオス代表取締役）

いわなみキッチン
氏名、連絡先、メールアドレスを、商工観光課また
はいわなみキッチンに電話またはファクス、メール
でご連絡ください。

岩波駅前に、創業や販路開拓、産業活性化などを支援する
産業地域連携プラットフォーム「いわなみキッチン」が立ち
上がりました。レンタルスペース、レンタルキッチンのサー
ビスを提供しています。セミナーや勉強会、パーティなどを
開催しています。

特集４

『いわなみキッチン』をご利用ください
中小企業を支援！ 産業を活性化

商工観光課
995-1857
995-1864

shoukou@city.susono.shizuoka.jp

中小企業を補助金や利子補給でバックアップ

いわなみキッチン

補助金の交付などを希望する方は、商工観光課
へご相談ください。
・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
出展する場合に補助します。（対象経費の 2/3
以内、上限 20 万円）

・特別政策資金利子補給制度

▼県特別政策資金、総合特区利子補給に係る貸
付を利用する中小企業に利子補給します。（利
子補給率 0.47%）

・中小企業経営革新事業補助金

▼県の経営革新計画の承認を受けた事業を実施
する場合に補助します。（対象経費の 1/2、上限
100 万円）

・小口資金利子補給制度

▼事業資金を低利で借りられます。（融資限度
700 万円、利子補給率 1.08％）
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農業委員会は、法令に基づき、農地の売買、貸借、転用などの審査を行う他、
担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促
進などの業務を行います。農業委員会等に関する法律が改正され、農地などの
利用の最適化を推進するため、農業委員とは別に新たに農地利用最適化推進委
員が新設されました。農業委員と農地利用最適化推進委員の任期は、平成 32
年 7 月 19 日までの 3 年間で、連携して業務を行います。

農業委員12人、農地利用最適化推進委員10人が決定
任期は平成 32 年７月 19 日まで

特集５

芹澤 渉一
〔東〕

永田 榮泰
〔富岡〕

髙草 富一
〔東〕

関野 孝平
〔西〕

杉山 勝良
〔須山〕

大庭 学
〔深良〕

渡邉 秀行
〔須山〕

志村 重利
〔深良〕

荻田 能文
〔富岡〕

西島 美津代
〔西〕

杉山 邦利
〔須山〕

飯塚 芳正
〔東〕

眞田 正昭
〔富岡〕

服部 敏淳
〔西〕

神戸 俊之
〔深良〕

鈴木 昭子
〔富岡〕

杉山 克己
〔東〕

手綱 史芳
〔須山〕

勝又 俊博
〔深良〕

勝又 実佐男
〔富岡〕

島 徹夫
〔富岡〕

岡田 葊正
〔東〕

農業委員会
（農林振興課）
995-1824

●農業委員　※〔　〕は担当地区、敬称略

●農地利用最適化推進委員　※〔　〕は担当地区、敬称略
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フォトグラフ

Photograph ９月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／運動公園

協定締結後、初の交流事業� 7月31日～8月1日

特産品相互協定を結んだ大阪府泉佐野市の中学生 32 人が、運動
公園を練習場にサッカー合宿を行いました。協定を機に人の交流も
したいと実現しました。市内中学校サッカー部との合同練習や交流
試合も行いました。

市まち・ひと・しごと創生会議が生涯学習センターで開催されま
した。産官学金労言と市民の代表の委員が集まり、市まち・ひと・
しごと創生総合戦略の進捗状況を検証し、今後の取り組みへの提言
について議論しました。

まち・ひと・しごと創生会議を開催� 7月26日

第 18 回太輝音カップＵ 10 少年サッカー大会が、7 月 23 日㈰
に運動公園陸上競技場で開催されました。この大会には市内と駿東
地区の８チームが参加し熱戦を繰り広げました。選手たちは家族ら
の声援を受けながら、元気一杯にサッカーボールを追いかけました。
激闘を戦い抜いた選手たちの表情はピッチで晴れ晴れしていました。

目指せ！　夢叶うまで
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Photograph 2017.8

ごみの行方を探ろう� ８月10日

環境イベントの一環として、美化センターと最終処分場を見学し、
ごみの分別などの説明を受けました。普段何気なく出しているごみ
がどこでどのように処分されているかを知ることができました。ま
た資源となるごみの種類の多さに驚いていました。

紙飛行機　天まで届け� ８月３日

沼津高専准教授の鈴木さんを招いて、夏休み子ども体験講座「紙
飛行機を作ろう、滑空しよう！」が東西公民館で行われました。飛
行機が飛ぶ原理を学んだあと、紙飛行機を折りました。一列に並ん
で作った飛行機をみんなで飛ばしてみました。

華やかな浴衣姿で夏の風情� ８月12日

第 44 回富岡地区夏祭り大会が富岡第一小学校グラウンドで開催
されました。大勢の人が夏の風情を楽しみました。やぐらの上で、
浴衣姿の富中生らが盆踊りを披露すると、その周りを囲んだ色とり
どりの浴衣を着た子どもたちも笑顔で踊りました。

剣士100人が真剣勝負� ７月５日

第 17 回植松杯剣道大会が西中学校体育館で行われました。小学
校、中学校、高校、一般の部で約 100 人の剣士がしのぎを削りま
した。交流のある牧之原市、御前崎市からも参加。体育館に剣士の
声と竹刀の音が響き渡りました。

自己ベスト目指して� ８月５日

市民水泳大会が市立水泳場で行われました。小学生から一般まで
51 人が参加。大会当日は晴天に恵まれ、暑い日ざしの中選手たち
は自己ベスト目指して大会に挑みました。今大会では、個人とリレー
で１つずつ大会新記録が生まれました。

プログラミングでロボットを制御� ８月９・10日

プログラミング講座が富岡第一小学校で行われました。小学 3
年生から中学 2 年生までの約 60 人が２日に分かれて参加。ソフト
を使ってプログラミングし、前進や後退、左右、停止などを組み合
わせ、障害物があったら避けるようにロボットを動かしました。
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救急の日は、救急業務と救急医療に対する理
解や認識を深め、さらに救急医療関係者の意識
を高めることを目的に定められています。この
機会に “ 救急車の適正な利用 ” や “ 救命処置 ”
などについて考えてみましょう。

ちょっと待って！�その119番本当に緊急？

近年、救急車の出動件数が増
加しています。そのため、救急
隊の現場までの到着時間が遅く
なる場合があります。原因の１
つは、軽い症状でも救急車を利用する軽症利用です。
救急車は、事故による大けがの方や急病などで緊急に
病院へ行く必要な方などを搬送するものです。尊い命
を救うために救急車の適正な利用が必要です。事故や
急病で救急車以外の搬送手段がなく、病状から緊急に
病院に搬送しなければならない場合は、迷わず救急車
を要請してください。これ以外は、救急車の要請が必
要か、自家用車やタクシーなどを利用できるか、今一
度考えてみましょう。

こんな症状がみられたら救急車を呼びましょう

頭
●突然、激しい頭痛がおきる
●突然、高熱になる
●支えなしで立てないぐらい急にふらつく

顔

●顔半分が動きにくい、しびれる
●にっこり笑うと口や顔の片方がゆがむ
●ろれつがまわりにくい、うまく話せない
●見える範囲が狭くなる
●突然、周りが二重に見える
●顔色が明らかに悪くなる

胸や
背中

●突然、胸や背中が激しく痛む
●急な息切れ、呼吸困難になる
●胸の中央が締め付けられるような、また

は圧迫されるような痛みが 2 ～ 3 分続く
●痛む場所が移動する

おなか
●突然、激しい腹痛がおきる
●激しい腹痛が持続する
●血を吐く
●便に血が混ざる、真っ黒い便が出る

手足 ●突然、手足がしびれる
●突然、片方の腕や足に力が入らなくなる

特集６

9 月９日は救急の日
救急車の適正利用にご協力を！

富士山南東消防本部 警防救急課
972-5803

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

適切な応急手当ができますか
～AEDの活用で救命率アップ！～

　AED（自動体外式除細動器）は、突然心臓
が正常に拍動できなくなった心停止状態の心臓
に対して、電気ショックを行い、心臓を正常に
戻すための医療機器です。救急車が到着するま
での間に AED を含めた救命措置をすることで、
救命率がアップします。いざというときに慌て
ずに対処できるように救命講習会を受講しま
しょう。

●普通救命講習Ⅰの開催
９月９日㈯　９時〜 12 時
裾野消防署３階
30 人（先着順）
心肺蘇生法、AED 取り扱い、気道異物除去
裾野消防署　☎ 995-0119
動きやすい服装でお越しください。

●上級救命講習の開催
９月 24 日㈰　８時 30 分〜 17 時 30 分
三島消防署３階（三島市南田町）
※駐車場がないため、公共交通機関をご利用
ください。
20 人（先着順）
心肺蘇生法（乳幼児〜成人を対象）、AED 取
り扱い、三角巾、搬送法など
筆記用具、昼食（外出可）
三島消防署　☎ 972-5800
９月 15 日㈮
●動きやすい服装でお越しください。●筆記
試験があります。
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Information

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。

９月 19 日㈫　10 時〜 12 時
町震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

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　

お知らせ

裾野駅西土地区画整理事業の事業見直しに伴い、平松新道線西側
の都市計画の変更に関して、公聴会を開催します。

区画整理課
公聴会での公述／公聴会で公述

したい方は、まちづくり課に
ある申出書などに必要事項を
記入し、提出してください。
※郵送可

10 月２日㈪〜 10 日㈫
※土・日曜日、祝日を除く。
郵送の場合は必着

◆都市計画原案の概要や公聴会
の詳細は 10 月２日㈪以降に
市公式ウェブサイトに掲載し
ます。公述申出書もダウン
ロードできるようになります。
まちづくり課　995-1829
区画整理課　994-1274
〒 410-1192　佐野 1059

10 月 17 日㈫　13 時〜
市役所４階 401 会議室

傍聴の入場／先着順　※満員の
ときは入場不可の場合あり
公述人がいない場合は、公聴
会を中止します。

説明会
都市計画変更について、都市

計画の原案に関する説明をしま
す。申し込みは不要です。

９月 22 日㈮　13 時〜
９月 23 日㈯　10 時〜
市役所４階 401 会議室

原案の閲覧
都市計画の原案を閲覧できま

す。
10 月２日㈪〜 10 日㈫

　※土・日曜日、祝日を除く

裾野駅西地区における
� 都市計画変更に関する公聴会
裾野駅西地区における
� 都市計画変更に関する公聴会

リートークなど
社会福祉課　995-1819

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。

９ 月 23 日 ㈯　13 時 30 分 〜
15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ（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

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 25 日㈪　13 時〜 16 時
（１回 45 分）
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

コミュニティ助成事業

㈶自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献事業として、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。

公文名区では、この助成事業で、
公民館を中心とした祭りなど各種
イベントを活発でにぎわいのある
コミュニティ活動につなげるため、
プロジェクターやポップコーン機、
やきそば焼き機などの備品を整備
しました。

この助成事業でコミュニティ活
動の促進を考えている区は、市
民課地区振興係へご相談くださ
い。
市民課地区振興係　995-1874

◀ポップコーン機

▼プロジェクター
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インフォメーション

Information

裾野長泉新火葬施設の都市計画が決定

昨年度から進めていた、裾野長泉新火葬施設整備事業に伴う都市計画決定の手続きが、７月 25 日に完
了し、新施設の位置と区域など都市計画法に基づく計画が決定しました。裾野市長泉町衛生施設組合では、
新火葬施設設計業務委託公募型プロポーザルを実施しています。９月中に設計業者と契約締結し、基本計
画の策定にとりかかります。

生活環境課　995-1816

種類／都市施設・火葬場
（裾野市決定・県知事協議）

名称／裾野長泉火葬施設
位置／今里字木ノ根坂、字細畑
（現在の斎場敷地今里 343-1 他）

面積／約 17,200 平方メートル

スケジュール

平成 29・30 年度 基本計画、基本設計、実施設計

平成 31・32 年度 工事

平成 33 年度 使用開始

沼津夜間救急医療
センターの適正な利用を

沼津夜間救急医療センターでは、
夜間の急な病気やけがへの応急的
な対応を行っています。次のよう
な場合は、緊急を要する方の処置
が遅れる場合があるので、受診は
できません。施設の適正利用にご
理解、ご協力をお願いします。
●検査や継続的な治療のための受

診（センター受診後は、かかり
つけ医などで改めて治療や検査
を受けてください）。

●「昼間は病院に行く時間がな
い」、「次の日は朝から用事があ
る」など不要・不急の理由での
受診
沼津夜間救急医療センター
926-8699

裾野駅西口駐輪場の移転

裾野駅西口駅前広場の工事に伴
い、９月１日㈮から臨時駐輪場を
開設しました。現在の西口駐輪場
は、９月 16 日㈯以降に閉鎖しま
すのでご注意ください。工事への
ご理解、ご協力をよろしくお願い
します。

区画整理課　994-1274

防衛省採用試験

●防衛医科大学校看護学科学生
▶ 10 月 14 日㈯●防衛医科大
学校医学科学生▶ 10 月 28 日
㈯・29 日㈰●防衛大学校学生

（一般前期）▶11月４日㈯・５日㈰
プラサヴェルデ（沼津市大手町）

高卒 ( 見込み含む ) で 21 歳未
満の方　※年齢は平成 30 年４
月１日現在
９月 29 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

ニュースポーツふれあい
フェスタ 2017 秋

10 月９日㈪　10 時〜 15 時
市民体育館
ダーツ、バウンドテニス、スポー
ツ吹矢、手のひら健康バレー、
ラダーゲッター、チャレンジ・ザ・
ゲーム、フーバ、ファミリーバ
ドミントン、ソフトバレー、ペ
タボード、ミニトランポウォー
ク、忍者ランド、モルック
体育館シューズ
ふじっぴーが登場します。
県レクリエーション協会事務局
054-254-0919

※火葬施設の建設に関する事務は、４月から裾野市長泉町衛生施設組合で行っています。
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お知らせ

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３階研修室
昭和 22 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

家具転倒防止対策補助金

家具の下敷きになって命を落と
したり、家具が散乱し逃げ遅れた
りすることのないように、家具を
固定し被害を少なくするための家
具固定費用を補助金限度額の中で、
助成します。

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の条件で、障害
者手帳の交付を受けていること
①肢体不自由１級〜４級
②視覚障害１級〜４級
●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
●世帯のいずれかの講成員が介
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
利用は、１世帯につき１回限り
です。
危機管理課　995-1817

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、登記、
会社の設立、増資、成年後見業
務、社会保険労務などの相談。
●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

陶芸講座受講生

９月 30 日㈯・10 月１日㈰
９時 30 分〜 11 時 30 分
東西公民館実習室
市内に住んでいるか通勤してい
る方で２日間受講できる方
10 人（先着順）
食器や小物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
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。
９月 16 日㈯９時〜 24 日㈰ 19
時
東西公民館　992-6677

家族のための
精神保健福祉講座

10 月２日㈪・13 日㈮・23 日㈪、
11 月 １ 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） 
東部保健所管内に住んでいるか、
通勤している、こころの病気（主
に統合失調症）を持つ家族の方
で、原則４回参加できる方
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
付き合い方退院後の支援〜訪問
看護〜④家族と本人を支える地
域の社会資源と制度当事者の体
験談
９月 29 日㈮

県東部保健所福祉課 
920-2087

まちづくりカフェ第１回

全国の地域づくりに関する事例
や手法などを学ぶ連続講座です。

①９月 27 日㈬　19 時〜 21 時
②９月 28 日㈭　10 時〜 12 時
①市役所地下多目的ホール
②生涯学習センター学習室１
①主に市民活動や地域・ボラン
ティア活動をしている方
②どなたでも
各 30 人（先着順）
社会の問題を解決するためのヒ
ントになる「視点」「考え方」
を 身 に 付 け る 座 学 と ワ ー ク
ショップ

テーマ／私の問題と社会の問題は
つながっている

講師／福島明美さん（地域クリエ
イター・茅野市市民活動参与）
電話またはファクス、メールで
お申し込みください。
市民活動センター　950-8875

　（㈫～㈯９時～ 17 時）
992-4047
scenter@machitera.jp

13
2017.9.1



インフォメーション

Information

公共交通について話し合うワークショップ
市地域公共交通活性化協議会では今年度、地域公共交通網形成計

画を策定します。計画に公共交通についての市民の皆さんの意見・
要望を反映させるため各地区でワークショップの参加者を募集しま
す。利用者目線でのさまざまな意見をお聞かせください。

地区 と　き ところ

須山 ９月 24 日㈰ 9:30 ～ 12:00 須山地区研修センター

深良 ９月 24 日㈰ 14:00 ～ 16:30 市民文化センター

富岡 10 月７日㈯ 9:30 ～ 12:00 富岡コミュニティセンター

西 10 月８日㈰ 9:30 ～ 12:00
市役所地下多目的ホール

東 10 月８日㈰ 14:00 ～ 16:30

公募人数／各５人（応募者多数の場合は抽選）
市公式ウェブサイトから申込票をダウンロードし、必要事項を記
入し、提出してください。　※メール、ファクス可
企画政策課　995-1804　 995-1861
kikaku@city.susono.shizuoka.jp
http://www.city.susono.shizuoka.
jp/soshiki/3/1/6/1/workshop.html

呼ぼう！「身近な先生」
生涯学習人材登録制度

生涯学習人材登録制度は、手芸、
歴史、環境などさまざまな分野で
知識や技術を持っている方を講師
として登録し、地域や学校、グルー
プの活動などで学習を進めるため
必要なときに指導してもらう制度
です。講師に指導してもらいたい
方や講師として登録したい方を募
集しています。

講師や指導内容は、生涯学習情
報誌「for you」で紹介してい
ます。「for you」は、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。

生涯学習課　992-3800

富士山麓ビジネス商談会

中小企業・小規模事業者の販路
拡大、新規取引先の創出などの機
会を提供し、産業活性化と地方創
生に寄与することを目的とした商
談会です。

11 月 15 日㈬　13 時〜 18 時
40 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） 
発注企業の発注ニーズに対応ま
たは、提案できる企業
300 社
第一部▶ 13 時〜 17 時 15 分
個別相談会（発注企業と受注企
業による事前調整型）　※１商
談 25 分、最大８商談
第二部▶ 17 時 30 分〜 18 時 40
分

　交流会（立食形式の懇親会）

沼津信用金庫ホームページから
参加申込書をダウンロードし、
沼津信用金庫へ直接提出してく
ださい。 
10 月５日㈭
●発注企業による事前の書類審
査があります。●発注企業の詳
細は、沼津信用金庫へお問い合
わせください。
沼津信用金庫経営支援部地域連
携課　921-0329

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。

事業所入会／２市２町内の中小
企業

　個人入会／２市２町に住んでい
て、中小企業に勤めている方
か中小企業の事業主の方（企
業の所在地は２市２町内外を
問いません）

提携施設サービス／身近な商店
から遊園地まで、約 170 施
設と提携。料金の割引や補助
券の発行を行っています。

　イベント事業／日帰りバスツ
アーやゴルフ大会など、さま
ざまなイベントに会員料金で
参加できます。

　給付事業／慶弔金や人間ドック
費用を助成します。

入会金／１人につき 1,000 円
　会費／１人につき月額 1,000 円

※入会金の全額、会費の半額以
上が事業主負担です。事業主が
負担した入会金・会費は、税法
上損金または必要経費として処
理できます。
ベネフィ駿東　0550-87-7575
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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、ア
ロマ教室、絵画教室、書道教室
駿東地域職業訓練センター
0550-87-3322

スロートレーニング教室

ストレッチの細かい指導や、い
すを使った自宅でもできるスロー
トレーニングを行います。

９月 17 日㈰　14 時〜
市民体育館
18 歳以上の方
30 人（先着順）
500 円
９月 15 日㈮

市民体育館　993-0303

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。

① 10 月 24 日㈫② 12 月 13 日㈬
９時 15 分〜 11 時 45 分
生涯学習センター２階学習室１
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保育士や子育て支援員の資格
などの取得についての講義など
②保育士試験科目別勉強法、着
眼点の講義など
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。
９月 19 日㈫
託児あり（無料）
子ども保育課　995-1822

親子ふれあいハロウィン
おはなしシアター

大人も子どもも楽しめる絵本の
読み聞かせとスクリーン人形劇の
おはなし会です。

10 月 14 日㈯　14 時〜
　※開場▶ 13 時 30 分

市民文化センター大ホール
人気声優たちが表現力豊かに繰
り広げる絵本の世界を体験
中学生以上 500 円

　※小学生以下は無料
生涯学習センターまたは、市民
文化センターの窓口でお申し込
みください。
９月 4 日㈪〜
この事業は、宝くじの助成金を
活用しています。
生涯学習課
992-3800

駿東地域職業訓練センター
10 月講座

●技能講習▶玉掛け技能講習、
フォークリフト運転技能講習

（最大荷重１ｔ以上）、車輌系建
設機械運転技能講習（整地・運
搬）、車輌系建設機械運転技能
講習（解体）●特別教育・安全
衛生教育▶アーク溶接、刈払機
取扱作業者安全衛生教育●自主
訓練▶造園管理講座●受験対策
▶第２種電気工事士受験対策講
座（技能）●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、デジタルカメラ、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、夜間パ

ゲートキーパー養成講座

９ 月 28 日 ㈭　13 時 30 分 〜
15 時 30 分
福祉保健会館３階研修室
40 人
精神科医師によるうつ・自殺予
防についての講話（講師：寺田
誠史さん）、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
９月 22 日㈮
すその健康マイレージの対象

健康推進課　992-5711

市合同就職面接会
参加事業所

市合同就職面接会への参加事業
所を募集します。

10 月 11 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し込
み後の求人提出可
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
９月 22 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
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市民ソフトボール大会

参加チーム

10 月 15 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
沿えて、提出してください。
９月１日㈮〜 10 月１日㈰

Q 格安スマホをインターネットから契約した。
使い方や不明な点を問い合わせたいが、実際

の店舗がない。サポートは電話窓口のみで、話し中
でつながらない。

Ａ 格安スマホを契約したが、今までの携帯電話
と同じ内容のサービスがうけられないという

相談が寄せられています。格安スマホ会社の中には、
実際の店舗がなく、電話やホームページのみで故障
時などの対応をしているところもあります。契約す
る前に、サポート体制などのサービス内容について、
よく確認してください。格安スマホは故障時に代替
機の貸し出しサービスが有料であるなど、今までの
携帯会社とサービスが違う場合があります。自分が
必要としているサービスを確認し、よく検討してか
ら契約してください。

データバンク
８月１日現在

人　口　52,510人�（−65人）
　男　　26,696人�（−15人）
　女　　25,814人�（−50人）
世　帯　21,632世帯
� （−29世帯）
内、外国人� 739人422世帯

消費生活センター便り Center News

ＬＰガス事業者を変更するとき
ＬＰガスは自由料金制度のため、販売事業者に

よって料金が異なります。消費者は販売事業者を自
由に変更することができますが、変更するときは次
の点に注意しましょう。
①ガス料金が安くなると勧誘され変更した後、急に

理由なく値上げされることはないか。
②契約内容に不利な点（解約時の違約金など）はな

いか。
③保安（ガス設備の安全性、保安対策）やサービス

はどうなっているのか。

取引条件を明記した書面を必ずもらい、契約内容
を確認しましょう。契約してしまっても８日間は
クーリング・オフ（無条件解約）できます。困った
ときは消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room

謎解き脱出ゲーム

チームで力を合わせて謎解きを
し、アイテムを手に入れて脱出す
るゲームです。

９月 30 日㈯　10 時〜11 時 10 分
鈴木図書館２階視聴覚室
市内に住んでいる小学生
16 人（先着順）
９月２日㈯９時〜

鈴木図書館　992-2342

10 月６日㈮ 19 時から市民体
育館多目的ルームで監督者会議
を行います。
スポーツ祭運営委員会
993-0303
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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。

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

12日㈫
９:00～９:15

平成29年３月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫
13:00～13:30

平成28年２月
生まれの方

２歳児
親子教室

26日㈫
９:00～９:15

平成27年８・９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭
13:00～13:15

平成27年３月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00～13:30

平成26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※
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

12日㈫9:00～9:30
27日㈬8:45～9:00 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

13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

25日㈪
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日（曜日） 時　間
 ５日㈫　 17:00 ～ 19:45
12日㈫※  9:00 ～ 11:30
19日㈫　 13:00 ～ 15:30
28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

整形 内科
3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

内科 外科 内科 整形 内科 整形 内科
※23日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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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 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

17 ㈰

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

林医院 931-1120 住吉町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

杉山医院 992-0028 平松 頴川医院 921-5148 高島本町

18 ㈪

おおい神経内科 922-8886 北高島町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

小林医院 966-7700 今沢 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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

19 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

20 ㈬ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

22 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 白石医院 951-4593 市道町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

23 ㈯

今井医院 921-3211 五月町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

森岡医院 962-1084 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 静岡医療センター 975-2000 長沢

24 ㈰

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

高桑医院岩波
診療所 997-0486 岩波 遠藤クリニック 975-8801 久米田

25 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

26 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 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
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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

日 内 科 外 科 小 児 科

27 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

28 ㈭ 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

29 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

30 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤　　

18 ㈪ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法　　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

かまたクリニック
988-2488 文教町　

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿　　

23 ㈯ 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　

なかがわ歯科
973-7777 長沢　　

24 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

●救急協力医が変更になりました。
　　内科　　変更前：９月３日㈰　小林内科医院▶変更後：高田胃腸科内科クリニック（962-1410　 仲町）
　　外科　　変更前：９月 10日㈰　山本整形外科・循環器科▶変更後：守重医院（931-2511　 我入道江川）
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林源平さんは、総合格闘技団体「PANCRASE（パ
ンクラス）」ライト級 10 位のプロの格闘家です。

「PANCRASE」主催大会が、７月 16 日㈰に大阪
市で行われ、同大会のメインイベントに出場。ライ
ト級８位の山﨑悠輝さんと対戦しました。パンチ連

打、ひざの打ち込みなど力を尽くしましたが、結果
は惜しくも 0-3 の判定負け。試合を振り返り「山
﨑さんは寝技がうまく、強かったです。負けてしまっ
て悔しかったけれど、試合はとにかく楽しかったで
す」と笑顔。試合後には「一緒に頑張ろう」と熱く
握手を交わしたそうです。

林さんは、子どものころから格闘家のアンディ・
フグさんに憧れ、20 歳のときに格闘技を始めまし
た。自宅近くにジムがあったことがきっかけでジム
に通い、２年間キックボクシングを習得。その後、
総合格闘家に転向し、23 歳でプロとして初めての
大会出場を果たしました。大会には、年に２〜４回
出場しています。「今までで一番印象に残っている
のは、シュートボクシングのチャンピオンと戦った
試合です。プロとしては３戦目の試合でした。良い
戦いができ、価値のある試合になりました」と話し
ます。
  「夢は日本一になることです。そして、世界一強
くなりたいと思っています」と林さん。次回の大会
に向けて、また練習に励みます。今後の進化に期待
です。

総合格闘技団体「PANCRASE」ライト級 10 位

林　源平さん（南堀・27 歳）

４日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪

富士登山と女子

かつては、女子の参拝・登山を禁止する寺院や山
がたくさんありました。富士山も原則として女人禁
制で、御

ご
縁
えん

年
ねん

にあたる庚
こう

申
しん

の年は途中までの登山が
許されました。1860 年、須山御師渡辺隼

はや
人
との

祐
すけ

が残
した日記に女子の登山に関する記事がありました。
  「須山口・須走口ともにかつては１合目まで許し
ていたが、吉田口は７合５勺まで、須走口でも３・
４合目まで登らせている。須山口ばかりが遠慮して
いてはと、村役人に相談したところ、とりあえず１
合目に限り、それから上は内々に２・３合目まで登
らせてもと言ってきた。４月より雨が降り続いてい
るが、これは吉田口が女子を登山させたからだと多
く人が言っている」と
記されています。

江戸時代、女子の登
山について、各登山口
の 足 並 み は そ ろ わ な
かったようです。

CHEMISTRY LIVE TOUR 2017-2018

約５年半ぶりに全国ツアー開催が決定しました！
と　き／ 12 月 17 日㈰　17 時〜
　※開場▶ 16 時 30 分
料　金／全席指定（税込）7,800 円（１人４枚まで）
　※未就学児の入場はできません。
発売日／アザレア友の会先行▶９月 10 日㈰～ 17
日㈰　裾野市民先行▶ 9月 23日㈯～ 30日㈯
一般▶ 10 月 28 日㈯〜

チケット購入／各発売初日の受付▶電話：10 時〜
（座席指定不可）、窓口：13 時〜（座席指定可）
※残席がある場合
のみ
各発売初日以降の
受 付 ▶ 文 化 セ ン
ター開館日時間内

（渡辺家文書）

冨士山式年日記
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特集１

平和への願いを込めて広島へ
戦争の悲惨さ、平和の尊さを未来につなぐ

総務管財課
995-1808

市は、平成 27 年 12 月９日「平和都市」を宣言しました。この
宣言をもとに、市内の中学生代表 10 人が被爆地の広島市を訪れ、
戦争の悲惨さ、平和の尊さや命の大切さを学びました。

平和の尊さを次世代に
～市内の中学生 10人が広島を訪問～

　７月 26 日㈬から 28 日㈮まで、平和への想いを胸に、
市内５つの中学校から推薦された代表生徒 10 人が、
広島市に派遣されました。広島平和記念資料館で平和
学習講座を受講し、本川小学校、袋町小学校などを訪
れました。各施設でガイドの解説を受けながら学習し、
被爆者の体験講話を聴講するなど貴重な経験しました。
現地で体験したことや再認識した想いを広く伝え、平
和への想いを未来につないでいきます。

◀原爆ドーム前でボラ
ンティアガイドの岡
田さんから説明を受
けました。

◀中学２年生のときに
被爆した浅野さんか
ら当時の体験談を直
接伺いました。

平和な世界であるために
～今、私たちにできることは～

８月８日㈫、広島市に派遣された市内の中学生 10
人の報告会が鈴木図書館で行われました。平和学習で
見たこと、聞いたこと、感じたこと、これから自分た
ちにできることなど、生徒一人ひとりが平和に対する
想いを報告しました。生徒たちは「戦争体験を語るこ
とのつらさを乗り越え、自分たちに話してくれる戦争
体験者の想いを無駄にせず、学んだことをみんなに伝
えたい」などと、それぞれの言葉で想いを語りました。
この報告会の後、同館で開催されている「あいとへい
わ展」に、平和に
ついての作文を折
り鶴や写真ととも
に展示しました。

また、参加した
生徒のうち代表２
人 が、8 月 15 日
㈫に行われた戦没
者追悼式で作文を
朗読しました。来
場者たちは深くう
なずきながら聞き
入っていました。

▲派遣事業報告会で想いを語りました。

▲戦没者追悼式で作文を朗読しました。
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中学生派遣事業　～平和への想いを未来に発信～
広島市を訪れた中学生の作文を紹介します

特集１

西中学校２年生
伊
い

藤
とう

 康
こう

平
へい

さん

ヒロシマを語り継ぐ

西中学校 2 年生
鈴
すず

木
き

 桃
もも

香
か

さん

2 度目の広島

川に浮かんだまま命を落とした人、座りながら
骨だけになった人、真っ黒に焼けた人……。

1945 年８月６日８時 15 分。広島に原爆が落
とされた。その一発によって全てのものが奪われ
た。広島の街並みも、たくさんの人の命も、そし
て被爆した方々の未来も。

原爆には、通常の兵器にはない、熱線、爆風、
そして放射能の甚大な被害がある。放射能は、人
の細胞を壊し、白血病、悪性腫瘍などを発症させ、
72 年経った今もなお、被爆した方々を苦しめて
いる。原爆の子の像を作るきっかけとなった佐々
木禎子さんも 12 歳で白血病となったが、治ると
信じて千羽鶴を折り続け、生きる希望を捨てずに
いた。原爆は罪のない子どもたちの命をも奪って
しまう。

僕はこの平和学習を通じて、悲惨な被爆の実態
と、広島の方々の平和への前向きな思いを知るこ
とができた。自分たちが受けた過去を本当は思い
出したくないはずなのに、こうして僕たちに語り
継いでくれたということは、「もう二度と戦争は
してほしくない、してはいけないものだ」と感じ
ているからだろう。だから、その気持ちを無駄に
しないためにも、自分たちにできることをしてい
きたい。

僕は、今も原爆などの核兵器が存在しているこ
とを許せない。今までに起こった歴史の中で、核
兵器の使用ほど悲惨なものはないと広島の学習で
知ったからだ。2017 年 7 月には、国連で「核兵
器禁止条約」が採択された。100 カ国以上が賛
成したが、核保有国や日本などは参加していない。

核兵器がなくなれば消すことができる広島の
「平和の灯」。だが、これまで 53 年消えずに燃え
ている。これから僕たちが原爆の怖さを語り継ぎ、
核兵器のない世の中を目指していこうと思う。

私は広島に訪れるのは２度目です。１度目は、
小学 6 年生の時です。私はその時、被爆したも
のや、時計を見て、こわいな、いやだな、と人ご
とのように感じていました。でも、今回広島を訪
れた時は、なんでこんなことになってしまったん
だろう、どうしてあんなに小さいものでたくさん
の被害がでたんだろうと、たくさん疑問をもち、
詳しく知ってたくさんの人にこの気持ちを分かっ
てほしい、そう思いました。その中でも、一番み
んなに知ってほしいと思ったのは、入市被爆者の
浅野さんのお話しでした。浅野さんは当時中学２
年生で、７日の日に広島に入り、とても悲惨な光
景を見たのだそうです。建物はなにもなく、遠く
の山がとても近くに見えたとおっしゃっていまし
た。そして中でも一番印象に残っていて忘れられ
ない光景は、電車の中に座っている時に被爆し、
そのまま骨になってしまっている人、防火用水の
中に入って被爆しずるむけになっていても、水に
つかっているところだけ、肌が残っている人、足
が骨だけになっている赤ちゃんを背負って歩いて
いる人たちの姿だとおっしゃっていました。

私はこのお話しを聞いて、広島への原爆投下は
事実なんだと身にしみて実感しました。そして、
心がとても苦しくなりました。たくさんの人が普
通の日常生活を送っていたのに、その日常が一発
の３メートルぐらいの原子爆弾の投下によって奪
われたのです。なんの罪もない人がたくさん犠牲
になったのです。

私はこれから、この経験をまずは身近な人から
伝えて、広げていきたいです。そして、たくさん
の人に伝えたいです。人生に一度でもいいから広
島を訪れて、自分の気持ちをきちんと持って、も
う一度平和について考えてほしいです。

今すぐ発射できる核兵器は 4,120 発もありま
す。この現実を踏まえ、もう一度自分の気持ちを
持って平和について考えたいです。
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特集１

中学生派遣事業　～平和への想いを未来に発信～

今年の 8 月 15 日で、終戦から 72 年が経ちます。
今回の広島市への中学生代表派遣事業で、僕は現
地で見たり話を聞くことで、平和について、広島
の原爆のことについて、多くのことを学び知るこ
とができました。

僕は、広島へ行くのは初めてでした。原爆ドー
ムは写真などでは目にしていましたが、実際に見
学してみると、当時の様子が見えるようで、胸が
苦しくなりました。建物の破損状態はまさに原爆
の破壊力を物語るものでした。

現地で、中学 2 年生の時に被爆した浅野さん
から、話を聞くことができました。浅野さんは、
原爆が落とされたとき船に乗っており、そこでき
のこ雲を目にしました。そして広島市に帰った後、
残留放射線を浴び、被爆者となったそうです。実
際に体験された話を聞くことで、原爆の恐ろしさ
を知りました。被爆したとき、中学 2 年生との
ことで、今の僕と同じ年です。友達も多く命を落
とされたと聞き、体の痛みだけではなく、心の痛
みも大きかったと僕は思います。

広島の人の中には、「もう原爆のことは忘れよ
う」という人や、「後世に残そう」という人がい
るそうです。僕は後世に伝え、同じことが二度と
繰り返されることのないようにしなければならな
いと思います。戦争はたくさんの人の命を奪い、
人々を幸せにすることはありません。まだこの世
に、15,405 発もの核爆弾が残されています。も
う二度と使われることがあってはならないです。
そして世界から戦争がなくなり、平和な世界にな
ることを願います。

今回広島で学んだことを、学校で友達に伝えた
いです。

貴重な体験をさせていただき、ありがとうござ
いました。

私は 3 日間の平和学習で、改めて戦争の恐ろし
さと平和や命の尊さを学ぶことができました。

原爆については、テレビや事前学習でなんとな
く知っているだけでした。しかし、実際に被害に
あった建物や物を見たり、被爆した方の話を聞く
と、調べるだけでは分からなかったことがたくさ
んありました。

原爆資料館の西村さんの話では、「とても小さ
な爆弾でたくさんの希望のあった人が亡くなって
しまって残された人も悲しい」と話してください
ました。インターネットで調べるだけでは分から
ないような原爆にあった人たちの気持ちを知りま
した。西村さんは「核をなくすために私たちにで
きることは署名活動や講演会を聞きに行きみんな
に広めることが大切」、「小さなことだが、そうい
う活動を繰り返しすることで大きな力になる」と
話してくださり、私もいろいろな人に広めたいと
思います。また、被爆した浅野さんの話には、「い
くら伝えても、核がなくならないことが悲しい」
という気持ちを伝えてくださり、私たちは、原爆
について伝えている人たちの気持ちに応えられる
ようにしないといけないと思いました。

現在は、たくさんの人が核の反対などを、世界
に呼びかけているおかげでまだ広島、長崎に原爆
が投下されてから一度も人の上には核が落とされ
ていません。それでもまだ、世界には 1 万発以
上の核があり、核は無くなってはいません。私た
ちが生きている間に核が全て無くなることはでき
るか分かりませんが、平和についてしっかり考え、
人から人へどんどん伝えていけば、やがては核を
減らすことができるかもしれません。広島での原
爆の話を過去の歴史の話、としてではなく、どう
したら戦争、核が無い平和な世界になるか、これ
からについてつなげていくための話として考え、
自分たちの子、孫たちが平和に暮らせる社会にな
ればと思います。

深良中学校２年生
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広島で学んだこと

深良中学校２年生
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平和と命の大切さ
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特集１

広島市を訪れた中学生の作文を紹介します

平和学習講座により、原子爆弾による被害の規
模を知りました。被害は、広島市内の全域におよ
び、建物の 90％以上が破壊、焼失し、約 14 万
人の人々が亡くなりました。これは、現在の裾野
市と御殿場市の人口を合わせた人数と同じです。
この大きな被害をもたらした原因は、熱線、爆風、
放射線でした。

広島平和記念資料館で実物大の原子爆弾を見ま
した。大きさは、長さ 3 メートル、直径 70 セン
チで、意外と小さく感じました。被害の大きさに
比べ、あまりに小さく、改めて、原子爆弾の威力
に驚き、戦争の恐ろしさを知りました。7 月、国
連にて核兵器禁止条約が採択されました。これは、
核兵器の全廃と根絶を目的とした国際条約です。
しかし、まだ世界には、多くの原子爆弾などの核
兵器があります。その数は、15,405 発です。そ
の存在が、私たちの平和を脅かしています。

原爆の子の像の周りにたくさんの折り鶴があり
ました。原爆の子の像のモデルである佐々木禎子
さんは、2 歳で被爆し、原子爆弾の後障害により、
12 歳で短い生涯を終えました。禎子さんは、入
院中に病気の回復を願って鶴を折り続けたそうで
す。その物語は、世界中の子供たちに伝えられ、
折り鶴は平和の象徴となりました。今でも、毎年
10 トンもの折り鶴が届くそうです。それだけ多
くの人々が平和を願っています。オバマ前大統領
も広島に来訪した際、鶴を折り、戦争被害者の追
悼をしました。僕は広島で、悲惨な戦争を二度と
繰り返してはいけないという強い思いや、大勢の
人の平和への願いを、見たり、感じたりしました。
そして原子爆弾の脅威と戦争の悲惨さを知り、平
和の尊さについて考えました。

広島では、この心からの強い思いと願いを世界
に訴え、伝え続けています。そのことは、大変意
味があり、平和な世界のために必要だと思いまし
た。私たちが平和な世界を築いていくためにでき
ることは、この貴重な経験や学んだことを、友達、
学校、家族、地域の方々などに伝え、平和への思
いを共有していくことだと思います。平和な世界
を築き、それが存続していくことを願って、広島
で鶴を折り、そこに残してきました。折り鶴に平
和の祈りをこめて。

私はまだそのとき何も知りませんでした。原爆
投下と聞いて私は、原爆が落とされ大きな被害を
受けた、これぐらいしか知りませんでした。しか
し話を聞くと、私の知らない世界があったのです。
今から 72 年前、８月６日午前８時 15 分、広島
に原子爆弾が落とされました。約 14 万人が亡く
なりました。たった一つの核兵器でたくさんの人
が亡くなり、町はあとかたもなく焼かれて火の海
になりました。目の前に大きな炎が現れて……。
考えるだけで怖くなり涙が出てきそうです。他に
も家族や友達を助けるために外に出て放射線を浴
び亡くなった人もいます。助けたくても助けられ
なかった人は悔しかったと思います。私も同じ状
況にあったら、悔しさと悲しさで胸がいっぱいに
なります。でもなぜ広島に落としたのでしょう？
それは、当日の天気と人が集まっていて核実験を
行うのに適していたからです。町に人が集まって
いたのでこれほど大きな被害を受けたのです。こ
の話を聞いたとき私は、何も知らない人々が被害
にあわなければならないのか、ひどい、と思いま
した。何度同じ話を聞いても私は悲しく、悔しく
なりました。

今この世界では、広島に原爆が落とされたあと、
国に原爆が落とされることはなくなり、平和にな
りました。広島の人々が、世界にこのようなこと
はやめようと呼びかけているので、原爆が落とさ
れることはなくなったのです。人は皆、心の中に
平和を願う気持ちがあるはずです。私も平和を願
う気持ちを持っています。時には大変なこともあ
り、いやになることもあるけれど、そんな小さな
ことで問題を起こすのではなく、新しいことを発
見していくことがこれからの世界に必要だと思い
ます。

平和とは何か。私はまだ分かりません。でもこ
のようなことを二度と繰り返さないように、これ
からの未来をつくっていく私たちが、平和につい
て真剣に向き合って考えて、平和についてたくさ
んの人に広めて、平和な世界を私たちの手でつ
くっていきたいと思います。

東中学校２年生
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わすれられない過去
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折り鶴に平和の祈りをこめて
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中学生派遣事業　～平和への想いを未来に発信～

特集１

たった 3 メートルの原子爆弾。それ一つによっ
て、広島の町は一瞬にしてかいめつ状態となった。
そして、広島の人々は、一瞬にして大切なものを
失ってしまった。

太平洋戦争後半、アメリカはソ連が勢力をつけ
ないようにするため、核爆弾をつかって早期に戦
争を終わらせようとしました。この考えは、すべ
て自分の国のためを思った行動です。この行動で
大切な 14 万人以上の命が奪われてしまいました。
この事実を聞いて、とても不思議な気持ちになり
ました。お互い国は違っても、同じ人間同士です。
このアメリカの判断は、自分の国にとってよいか
もしれないし、早く戦争が終わるという考えが
あったのでしょう。けれども、たくさんの人の大
切な家族や人は、一瞬にして奪われてしまいまし
た。たとえ亡くなった人が少なくても、遺族の悲
しみは、はかりしれないでしょう。

今回の広島への派遣で一番心に残ったのは、袋
町小学校にあった伝言です。そこには、家族をさ
がす伝言や知人をさがす伝言がたくさんありまし
た。大切な家族をさがす必死さがしっかりと伝
わってきました。ぼくは、戦争の悲惨さというも
のが改めて分かりました。生死が分からない娘へ
の伝言。これを書いている人はどんな気持ちなの
でしょう。この伝言を見て、戦争で生死が分から
ない人をさがす気持ちになり、とても心が痛みま
した。

戦争はひどいものです。人の大切なものをたく
さん奪っていきます。ましてや核爆弾は、一瞬に
して、何の罪もない人を奪っていきます。そして、
それを悲しむ人がたくさんいます。今、世界では、
たくさんの内戦がまだあります。そこでは、自分
の意見を主張したり、自分の神のためにと言って
戦っています。その人たちを含め、世界中の人が、
戦争が奪っていくもの、それを悲しむ人たちの気
持ちを考え直し、二度と戦争という過ちをおこさ
ない世界にしてほしいと思います。

昭和 20 年、8 月 6 日、午前 8 時 15 分。原爆
の投下により、広島の街はボロボロになりました。
私は今回、その日に多くの人が亡くなってしまっ
たことや、たくさんの大切な建物を失ってしまっ
たという話を、いろんな方から聞かせて頂きまし
た。どの話も悲惨で恐ろしいもので、被爆された
方だけでなく、家族などの方々が、苦しく、つら
い想いをされたということが、とても伝わってき
ました。

けれども、私は今の広島市を見て、とても感動
しました。写真で見たようにボロボロだったはず
の街は、きれいなビルがたち並び、たくさんの方々
がお住まいになっています。さらにその街の中に
も、原爆の悲劇を語る建物が残され、たくさんの
慰霊碑が建てられ、さらには街中の人たちが原爆
のことについて、私たちの知らない知識や想いを
語って下さいます。こんなにきれいで良い街に直
すまでには、たくさんの方の苦労があったと思う
し、被爆者の方は、語ることがつらいときもあっ
たと思います。しかし、そんな想いもふくめて、
広島の悲劇を私たちに伝えてくださいましたし、
広島の街も、きれいな街並みの中にある、原爆の
つめあとが残った建物からも伝えてくれました。

今、世界には、約 1 万 5 千発の核兵器があり、
中には実戦配備されているものもあります。こん
なにたくさんの人が平和を伝え続けているにも関
わらず、あの日の様に、人々が平和に暮らすとこ
ろへ、恐ろしい爆弾が投下されてしまう日がくる
のでしょうか。あの悲惨な光景が、またくり返さ
れてしまうのでしょうか。たくさんの核兵器問題
を抱えている今、昔の様なあやまちをくり返さな
いためには、たくさんの人の力が必要です。小さ
くても、多くの人の声があれば、必ず大きな力に
なります。未来を明るいものにするために、平和
を作り出す努力は、けっして怠ってはいけないと、
私は心から思います。

須山中学校２年生
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戦争の悲惨さ

須山中学校２年生
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平和な世界実現のために
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広島市を訪れた中学生の作文を紹介します

特集１

たった一発の爆弾。車よりも小さな一発の核爆
弾によって、一瞬にして広島の町は灰となり、
14 万人もの尊い命が奪われた。1945 年 8 月 6 日、
午前 8 時 15 分。人類史上初の原子爆弾が投下さ
れた。

それから 72 年たった今年、僕は初めて広島を
訪れた。平和記念資料館や本川小学校平和資料館
などの資料館には、見ていて気分が悪くなるよう
な展示がたくさんあった。だが、僕の心に一番残っ
たのは、被爆された、浅野さんの講話だった。

仲間と共に建物疎開作業をした話、投下当日は
祖父の家に向かっていたため奇跡的に助かった話、
投下直後、何もかも無くなった広島の町を、家族
を捜すために町中を歩き回った話、そして、この
話をするたび、つらい気持ちになるという話……。
できれば自分が被爆したこと、そしてその時の様
子について話したくはないと思う。しかし、僕た
ちのために話してくれた。その事に、僕は心を打
たれた。

投下から 72 年経った今、実際に被爆した方々
は少なくなり、若者の中には戦争をした事すら知
らない人もいるだろう。僕たちが広島に派遣され
た意味、それは、戦争をよく知らない若者へ、戦
争の悲惨さ、おろかさを伝えるためだと思う。原
子爆弾を体験することはできない。だからこそ、
僕たちは、戦争について知っていく必要があると
思う。

原爆死没者慰霊碑に刻まれた、「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。過ちを繰り返さないため、平和な世界を創っ
ていくためには、何が必要なのか。僕たちはこれ
からも考えていかなければならないと思う。

「うちは家族全員無事でした」と答えるのがつ
らかった。これは被爆された浅野さんという方の
言葉です。

1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分、広島に原爆
が落とされました。落とされた原爆の大きさはわ
ずか 3 メートル。しかしその原爆は自身の大き
さの何千倍という面積を焼きつくしました。これ
により、建物は崩壊し、3 ～ 5 キロ以内にいた人
は即死、軽かったとしても体に火傷をおいました。
そのため、たくさんの方々が亡くなりました。

そんな中、浅野さんの家族は、奇跡的に全員無
事でした。これは、普通ならとても嬉しいことの
はずです。しかし、この頃は「おたくは誰が亡く
なったんですか？」とあいさつのように聞かれて
いました。そう聞かれたとき、普通なら、笑顔で
うちは家族全員無事でした、と答えられるのに、
まわりがみな家族を失っているのでそう答えるの
がとても辛かったそうです。こんな悲しいことが
あるでしょうか。こうなってしまったのも全ては
原爆のせいです。このようなことがあったにもか
かわらず、今、世界中で核弾頭は 15,405 発、そ
のうち今すぐ使えるものは 4,120 発あります。
これはとても残念なことです。しかし世界では、
裾野市を含む 7,392 都市が核兵器の廃絶を行っ
ています。この活動がどんどん広がっていくこと
で世界から核爆弾を少しでも減らしていけると思
います。被爆された方の一人はこう言っていまし
た。「私たちは過去は変えられないけれど、未来
は作れる」と。本当にそのとおりだと思います。
私は、私たちの努力で世界の未来を平和にするこ
とができる。そう信じています。そのためにもで
きる努力を惜しみません。できることは多くない
かもしれないけれど、小さなことでも積み重ねて
いき、一秒でも早く世界が平和になることを望み
ます。私は、絶対に戦争をくり返さないと誓いま
す。

富岡中学校２年生
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僕たちの使命
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原爆について考えたこと

※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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Photograph ８月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／不二聖心女子学院（８月 18 日）

避難所としての活用を協定で� ８月16日

住友金属鉱山㈱と市が「災害時における支援協力に関する協定」
を結びました。千福が丘にある研修施設を避難所として、また有事
の際には研修所に備蓄している物資を提供するというもの。新たな
避難所を確保でき、復旧活動が迅速に行われることが期待されます。

市民文化センター多目的ホールで戦没者追悼式が行われ、正午を
合図にサイレンが響き渡り、黙とうをささげました。式の中で広島
へ派遣された中学生の代表が、平和についての作文を朗読しました。

平和の祈りを込めて� ８月15日

里山体験教室が不二聖心女子学院敷地内で行われました。同学院
教諭の蒔苗博道さんの案内で里山を巡り、樹齢 100 年といわれる
イロハモミジやクヌギの木の側などで、数種類のチョウやカブトム
シ、イノシシが荒らした跡などを発見。市街地ではなかなか出会え
ない生物を観察したり写真に収めたりして、自然と触れ合いました。

緑と生物がいっぱいの里山を体験
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Photograph 2017. ８

楽しくおしゃれにリサイクル� ８月24日

文化センター多目的ホールを会場に商工会女性部が主催で第 1
回エコマルシェが行われました。リメイク雑貨が出展され、リメイ
クワークショップに参加することで再利用する楽しさを夏休み中の
親子が実感しました。平日にも関わらず多くの方が訪れました。

甲子園大会で審判員として活躍� ８月17日

第 99 回全国高等学校野球選手権に、県高野連御殿場裾野地区か
ら初めて服部和彦さんが審判員として派遣され、1 回戦３試合で審
判員を務めました。「選手、観客、審判員たち全てが素晴らしく、
野球がますます好きになりました」と笑顔で語りました。

市民目線でみらいの裾野を考える� ８月27日

みらい会議が生涯学習センターで行われました。約 90 人が参加
し、市長の基調講話のあとグループに別れワークショップ形式で話
し合いました。裾野のみらいを議論することでシビックプライドを
深めることができました。

社会教育の振興に寄与した5人に感謝状�８月22日

教育委員会感謝状贈呈式が市役所 401 会議室で行われました。
文化財保護審議会委員やスポーツ推進審議会委員などとして長年活
躍した、松井圭子さん、赤坂和夫さん、野呂幹雄さん、山下仁さん、
杉山芳江さんに、教育長から感謝状が手渡されました。

コスモス畑で100人が草刈り� ８月19日

パノラマ遊花の里でコスモス畑の草刈り・草取りイベントが行わ
れました。富士山とコスモスのきれいな景観が楽しめるパノラマ遊
花の里。この景観を保つため約 100 人が参加し、青空の下コスモス
畑をきれいにしました。コスモスの見頃は、9 月下旬ごろまでです。

土器や住居跡などが出土� ８月23日

滝頭遺跡の発掘調査現場見学会が行われました。道路工事に伴い、
約１カ月半にわたり発掘作業が行われ、奈良時代のものとみられる
複数の土器や住居跡 10 棟などが出土しました。参加者らは、土器
や住居の柱、かまどの跡を間近で見て、当時の生活を想像しました。

9
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平成 30年度　保育園入園児を募集
受付期間：10/17 ㈫～ 10/31 ㈫

特集 2

子ども保育課
995-1822

来年度の保育園（公立・私立）の入園児を募集します。新たに入園を希
望する方は、申込期限や方法などを確認し、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。

入園申込書の配布と受付

申込書の配布開始／ 10 月 10 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
対象／来年度中に入園を希望する方

※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（パートタイマー、夜間勤務、居宅

内労働者などを含む）
●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（職業訓練校含む）
●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。

入園の決定

平成 30年４月に入園を希望する方
平成30年２月末ごろに決定します。申込状況によっ

て、第一希望の保育園に入園できないことや、入園待
ちになることがあります。あらかじめご了承ください。
産休・育休明けなどで、平成 30年 5月～平成 31年
3月の入園を希望する方

入園希望月の前月 20 日ごろに入園調整を行い、25
日ごろに入園決定します。平成 30 年２月末には入園
調整・決定はしませんのでご注意ください。

保育料は市民税額などに応じて決定

基本的には、両親の前年度分の市民税額の合計に
よって決定します。児童の年齢によっても異なります。

入園申込後、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。　※予約不要
【入園面接の日程】

保育園 とき

深良保育園 11 月 10 日㈮ ９:30 ～ 11:30

富岳キッズ
センターあい

11 月 13 日㈪
９:30 ～ 11:30

富岳南保育園 13:30 ～ 15:30

西保育園 11 月 14 日㈫ ９:30 ～ 11:30

富岳台保育園 11 月 15 日㈬ 13:30 ～ 15:30

富岡保育園
11 月 17 日㈮

９:30 ～ 11:30

東保育園 13:30 ～ 15:30

さくら保育園
さくら保育園分園 11 月 21 日㈫ ９:15 ～ 11:45

御宿台保育園 11 月 24 日㈮

【０、１歳】
９:30 ～ 11:30

【２～５歳】
13:30 ～ 15:30

にこにこ園
市外園希望者 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、にこにこ園・市外園希望者は市役所地下会
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。
●御宿台保育園は来年度から（福）桜

おうあいかい
愛会が指定管理事

業者として運営します。
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インフォメーション

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　

Information

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。

10 月 26 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
10 月 12 日㈭
国保年金課　995-1813

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 ４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）

10月18日㈬
13時～16時

東部健康福祉セン
ター（沼津市高島
本町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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３日㈫・17 日㈫
　 13 時～ 16 時（１回 45 分間）

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）
相談日の前日
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

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  3 日㈫ 須山
コミセン

東 10 月  4 日㈬

生涯学習
センター

深良 10 月  6 日㈮

西 10 月 11 日㈬

富岡 10 月 12 日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

就業構造基本調査にご協力を

総務省統計局では、就業構造基
本調査を実施しています。調査員
が対象調査区を訪問し、居住者の
氏名や住所を確認しますので、ご
協力をお願いします。この調査は、
パソコンやスマートフォンで簡単
に回答できます。
基準日／ 10 月１日㈰
調査員訪問時期／９月～ 10 月

一定方法で抽出された世帯
就業・不就業などの労働状況、
育児・介護などの生活状況を調
査します。
企画政策課　995-1804

広げよう 地域に根ざした 思いやり
～民生委員制度 100 周年～

　民生委員制度が今年で 100 周年を迎えました。
民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員を簡単にいうと「福祉のことを知っている近
所の人」です。委員は、法律に基づき厚生労働大臣から委嘱された
無報酬のボランティアです。地域に暮らす身近な一員として、地域
住民からの相談内容に応じ、必要な支援を受けられる各機関（行政
や社会福祉協議会、学校など）につなぎ、パイプ役として課題が解
決するよう寄り添います。
民生委員・児童委員の現状

市には現在 89 人の民生委員・児童委員と８人の主任児童委員が
活躍しています。進行する社会の高齢化や生活の多様化による課題
の複雑化に伴い、地域での委員活動がますます意義あるものとして
期待されています。
安心してご相談ください

民生委員・児童委員には、民生委員法で守秘義務が定められてい
るため、プライバシーを同意なく他人に漏らすことはありません。
住んでいる地区の委員については、社会福祉課へお問い合わせくだ
さい。
社会福祉課　995-1819
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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。

10 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

平成 30年度
就学児童健康診断

とき 対象校区

10 月  5 日㈭
東小、深良小、
富岡第一小、
富岡第二小

10 月 12 日㈭
西小、南小、

須山小、向田小、
千福が丘小

時間はいずれも 13 時 20 分～
市民文化センター
平成 30 年度に小学校に入学す
る児童　※対象者には事前には
がきでお知らせします。転入し
た方や通知のない方は、ご連絡
ください。
学校教育課　995-1838

環境審議会公募委員

市環境条例に基づき、総合的な
施策の方針などを定めている第２
次環境基本計画の進捗状況を点
検・評価するための委員を募集し
ます。

市内に住んでいるか通勤してい
る 20 歳以上の方
若干名（応募内容で選考）
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。　※応募用紙
は、市公式ウェブサイトからダ
ウンロードできます。
10 月５日㈭
生活環境課　995-1816

活動量計を活用した運動事業

10 月３日㈫・17 日㈫９時～
９ 時 30 分、10 月 24 日 ㈫ 13
時 30 分～ 16 時、11 月７日㈫
９時～９時 30 分、11 月 14 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
20 人（先着順）
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。
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
９月 29 日㈮
この事業は、すその健康マイ
レージの対象です。各回参加時
に１マイル加算します。
健康推進課　992-5711

歯から始まる健康ライフ講座

8020 運動を啓発・普及する
「8020 推進員」を養成する講座
です。講座終了後は、「8020 推
進員」としてボランティア活動を
お願いします。

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
30 人（先着順）
歯科医師による歯や口の基礎知
識、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
10 月 13 日㈮
この講座は、すその健康マイ
レージの対象です。
健康推進課　992-5711
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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㈰ 植松水道
☎992-4644

７日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

８日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

９日㈪ ㈲小澤土建
☎992-1401

14日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

15日㈰ 工管設
☎993-1603

21日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

22日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

28日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

29日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

15日㈰ 市民ソフトボール大会

17日㈫ 市長表彰式

28日㈯・
29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

データバンク
９月１日現在

人　口　52,524人� （+14人）
　男　　26,692人� （−４人）
　女　　25,832人� （+18人）
世　帯　21,659世帯�（+27世帯）
内、外国人� 779人�450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

水道料金・下水道使用料 第４期分

後期高齢者医療保険料 第３期分

小学３年生～高校生の
ための冬休み海外研修

事前研修があり、仲間作りなど
をサポートします。

12 月 24 日㈰～１月４日㈭の
内６日～ 10 日間
サイパン、フィリピン、オース
トラリア、カナダ、カンボジア
小学３年生～高校３年生
各グループ 15 人
ホームステイ・クリスマス体験、
英研修、文化研修、地域見学、
野外活動など
228,000 円～ 428,000 円

　※ 10 月 25 日㈬までに申し込
んだ方は、１万円引きになりま
す。
（公財）国際青少年研修協会に
資料請求し、申込書に必要事項
を記入の上、返送してください。
11 月１日㈬
日数や対象、費用などはコース
によって異なります。
（公財）国際青少年研修協会
　03-6417-9721

03-6417-9724
info@kskk.or.jp
〒141-0031 東京都品川区西
五反田 7-15-4 第三花田ビル４
階
http://www.kskk.or.jp

合同就職面接会

約 30 社が参加する合同面接会
です。企業ごとにブースを設け、
個別に面接します。

10 月 11 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
布している受付票に必要事項を
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
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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㈰

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 御成橋栄

クリニック 952-2525 八幡町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 西村医院 971-6510 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

２㈪ 境医院 975-8021 竹原 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

３㈫ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

４㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

５㈭ 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

６㈮ 旭医院 966-0031 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

７㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

８㈰

ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 遠藤クリニック 975-8801 久米田

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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

９㈪

清流クリニック 941-8688 堂庭 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

須山診療所 998-0006 須山 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

10 ㈫ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

11 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 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
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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

１㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩　

中原歯科医院
993-3300 佐野　　

８㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

木村眼科
967-4611 原　　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

中里歯科医院
976-1818 伏見　　

９㈪ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

永井眼科
980-1777 萩　　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩　

15 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

西島歯科医院
988-3162 納米里　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈭ 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

13 ㈮ 小林内科医院 921-2165 米山町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

15 ㈰

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

本村クリニック 969-0001 大塚 田中医院 921-2053 高島町

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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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柏木　結
ゆう

くん
（2 歳 6 カ月・御宿入谷）

田中　菜
な の
乃ちゃん

（２歳５カ月・佐野二）

秋山　陽
ひ ま り
茉里ちゃん

（２歳３カ月・伊豆島田）

佐藤　來
くる
未
み

ちゃん
（２歳３カ月・桃園）

井上　琥
こ
汰
た
朗
ろう

くん
（２歳 10 カ月・御宿台）

10月の休館日

●10月の行事予定
親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

おはなしの会
 14日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 21日㈯ 14時30分〜 本館1階おはなしのへや

親子おはなしの会
 17日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック
 18日㈬  9時〜12時 本館２階視聴覚室
 25日㈬ 13時〜16時 本館２階視聴覚室

親子ふれあいデー
 11日㈬ 10時〜17時 本館２階視聴覚室
 19日㈭ 10時〜17時 本館２階視聴覚室
 27日㈮ 10時〜17時 本館２階視聴覚室

2日㈪・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪

●ジャパン・トリップ　Japan Trip
著：岩城けい　KADOKAWA

●君が夏を走らせる
著：瀬尾まいこ　新潮社

●ゴースト　Ghost.
著：中島京子　朝日新聞出版

●銀河の通信所
著：長野まゆみ　河出書房新社

●オープン・シティ
著：テジュ・コール　訳：小磯洋光　新潮社

●空で出会ったふしぎな人たち
作：斉藤洋　絵：高畠純　偕成社

●リンちゃんとネネコさん
作：森山京　絵：野見山響子　講談社（わくわくライブラリー）

●お船がかえる日　チョプラン漂流記
文・絵：小林豊　岩波書店

●まねきねこだ !!
作：高畠那生　好学社

●ふしぎなふうせん
作：中川ひろたか　絵：布川愛子　鈴木出版

一般書

児童書

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 富士山周辺でグルメを満喫
p03 市の将来像を考える“みらい会議”
p04 市民のふれあいフェスタすその・消費生活展
p05 小・中学生10人が姉妹都市フランクストン市へ
p06 ごみはルールを守って適正な処理を！
p07 お知らせ

９月３日
県・南駿地域総合防災訓練



富士山のふもとにある、４市１町（裾野市、御殿場市、富士市、富士
宮市、小山町）で構成される「富士山ネットワーク会議」。

富士山ネットワーク会議の共通紙面として、各市町のお勧めグルメを
紹介します。特色あるグルメを味わいに、４市１町を巡りませんか。

特集１

富士山周辺でグルメを満喫 !!
食欲の秋到来

戦略広報課
995-1802

　広報や観光、防災など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。自然環境を守
ることと生かすことを両立しながら 4 市 1 町が一体
となって、圏域の活性化を図ります。
　統一テーマである「富士山を
守り、活かし、共生する、感幸圏※

づくり」を目指します。
※感幸圏とは…住民や来訪者が

幸せを感じられる圏域

富士山ネットワーク会議とは

　裾野市マスコットキャラク
タ ー “すそのん”の 形 を し た
ケーキです。イチゴやブルーベ
リーのムースとジュレが入っ
た甘酸っぱい一品。食材は、地
元産にこだわっています。
Patisserie 富士の里
営業時間／９時30分～19時
定休日／不定休

裾野市葛山 737-1
997-8231

裾野市
Mtすそのん

　田子の浦のシラス漁は、「一艘
そう

曳
び

き」と呼ばれる漁法で行いま
す。通常は２艘で引く網を、１艘
の船で素早く丁寧に引き上げる
ことにより、シラスを傷つけな
い上、形がよく鮮度が抜群です。
田子の浦港漁協食堂

富士市前田 866-6
0545-61-1004
http://tagonoura-

　gyokyo.jp/

富士市
田子の浦しらす

　御殿場で昔から人が集まると
きのご馳走として振舞われてき
たつなぎに自然薯・山芋を使用
した田舎そばです。市内には認
定店舗が36店舗あり、それぞれ
のお店で独自の味が楽しめます。

「御殿場みくりやそば」あなたのそばで振舞隊
（事務局　市商工振興課内）

御殿場市萩原 483
0550-82-4683
http://gotemba-

　 mikuriyasoba.com

御殿場市
みくりやそば

　B-1 グランプリで連続優勝
し、一躍有名となった富士宮
やきそば。
　一番の特徴は麺のコシです。
具材は、キャベツやラードを
絞ったあとの「肉カス」、イワ
シの「削り粉」を使用します。
富士宮市役所農政課食のまち
推進室

富士宮市弓沢町 150
0544-22-1691

富士宮市
富士宮やきそば

　「エコファームふじの郷」で
栽培されているフルーツトマ
ト。
　富士山麓特有のミネラル分
を多く含んだ赤土で育つため、
身がしまり、味の濃厚さが特
徴です。
道の駅ふじおやま
営業時間（直売所）／
　７時～ 20 時

小山町用沢 72-2
0550-76-5258

小山町
金太郎トマト
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市の将来像を考える “みらい会議 ”
「10年後の裾野のまち」を実現するためすべきこと

特集２

8 月 27 日㈰、生涯学習センターで市民意見交換会 “ みらい会議 ” を
開催しました。市民の皆さんが「田園未来都市」を具体化するため意見
交換しました。

対話から生まれた市の将来像
～市長からの市政報告～

市政報告で髙村市長は、昨年度
の主要事業の進捗状況と今年度の
主要事業について、「まち」「ひと」

「しごと」「協働」「PR」の大きな
５つに分類し説明しました。

これまで「創生会議」や「みら
い会議」などの “ 対話の場 ” で市民の皆さんに伺った
意見・要望、毎年実施している市民意識調査の結果が、
どのように市政へ反映しているかの視点で主要事業を
紹介し “ 見える化 ” を行いました。

今後も住みよいまちとなるよう一人一人が考え、市
民・企業・NPO・行政などが対話を通して取り組み
を進めていくことが、郷土愛や裾野市民としての誇り
であるシビックプライドの向上につながっていきます。
これからも、このよ
うな機会を作り、市
の取り組みをさらに
発信して行くことを
伝えました。

企画政策課
995-1804

田園未来都市 具体化へ
～市民の皆さんが意見交換～

ワークショップの
テーマは “ 田園未来
都市とシビックプラ
イド ”。昨年度の「み
らい会議」で市民の
皆さんからでた意見
を集約し、「10 年後の裾野のまち」を実現するために
すべきことを、10 グループに分かれて議論を深めま
した。「みんなで子育てするまち」「若い世代が安住で
きるまち」など 15 項目から各グループ 1 つのテーマ
を絞り、グループ内でイメージの共有を図りました。
イメージしたまちの実現に向けて、自分たちができる
ことを考え、グループごとに意見を集約しました。ま
た、会場内には、小さな子どもが遊べる「遊びスペー
ス」を設け、参加者は、わいわいガヤガヤした楽しい
雰囲気の中、時には真剣な議論を交わしていました。
市では、市民の皆さんが対話する場を設け、田園未
来都市の具体化や市への愛着心の向上を図っていきま
す。

 総合計画等評価委員会で総合計画の進捗状況を評価
８月８日㈫に、第４次総合計画後期基本計画

などの進捗状況を評価するための評価委員会が
行われました。委員会の有識者７人が評価した、
総合計画で掲げる６つの施策の大綱は、右表の
とおりとなりました。進捗に遅れのある事業は
見直しを図り、平成 32 年度までに目標が達成
できるよう進捗管理を行って行きます。

【凡例】
Ａ…目標を達成するために、順調に進捗してい

る
Ｂ…一部遅れはあるものの、目標の達成が見込

まれる
Ｃ…より一層の推進を要する

区分 施策の大綱 評価

健康・福祉 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」 B

教育・文化 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」 B

生活・環境 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」 B

都市基盤 4. 豊かな自然と暮らしやすさが調和し
た「すその」 B

産業経済 5. 今ある魅力と資源を再発見し、未来
へつなげる「すその」 A

行政経営 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」 B

第4次総合計画後期基本計画 平成28年度進捗状況 B
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2017 市民のふれあいフェスタすその
秋だ！ フェスタだ！ ハロウィンだ！

○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・女性部によるハロウィンマルシェ（ジャン

ボふわふわ、輪投げ、射的、ご当地キャラクターイ
ベント、ステージイベントなど）

○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（29 日㈰のみ）

▶︎建設業組合の方の指導を受けて、引き出し付きメ
モ台を作ります。

市内に住んでいる小学生以下の方とその保護者
50 組（先着順）
商工観光課へお申し込みください。

第 36 回消費生活展
“ くらしサンサンフェスタ ”

○おもちゃ病院▶︎おもちゃを修理します。壊れてし
まったおもちゃをお持ちください。簡単なおもちゃ
の制作も行います。　※おもちゃの修理は、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 テーマ（内容）

消費者団体協議会 協議会この１年

消費生活研究会 健康食品を正しく知ろう！

ライフプラネット
100 円ショップの防災用品、本当
につかえるの？、摂り過ぎ注意、
子ども用サプリメント

沼津友の会裾野最寄 大豆やキャベツ
丸ごと１個使った調理法

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

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

㈶関東電気保安協会 電気を正しく安全に！

東京電力パワーグリッド
㈱静岡総支社　※ 電気の賢い使い方

静岡ガス㈱
東部お客さまグループ

天然ガス及び家庭用燃料電池（エ
ネファーム）のご紹介

生活環境課 身近な「ごみ」について考えよう

危機管理課 女性の目線を活かしたモデル避難
所のご紹介

消費生活センター 悪質商法〝こんな手口にご用心！″

※ 28日㈯のみ出展

10 月 28 日㈯　10 時～ 16 時
　　　  29 日㈰　10 時～ 15 時

市民文化センター

市民のふれあいフェスタすそのと消費生活展を同日に開
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、餃子祭りを実施。青年部＆女性部によるハ
ロウィーンイベントも開催します。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を行います。

特集３

市民のふれあいフェスタすその・消費生活展
ハロウィーンのイベントも開催

商工観光課
995-1857

　当市と災害時支援協定を結んでいる福島県相
馬市と、特産物相互取扱協定を結んでいる大阪
府泉佐野市が出店します。
　相馬市は、相馬市で収穫された梨“新

にい
高
たか
”を

販売し、購入した方には米や小
こ う な ご
女子をプレゼン

トします。泉佐野市は、特産の泉州タオルを販
売します。

相馬市と泉佐野市が出店
特産物を販売
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ホームステイや小学校体験入学などで国際交流

8 月 3 日㈭から 13 日㈰までの 11 日間の日程で行
われ、市内の小学生 3 人、中学生 7 人が参加しました。
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。

滞在中は、各家庭にホームステイしながら、デリン
ヤ小学校に体験入学しました。ホストの子どもたちの
クラスに入り一緒に授業を体験することができました。
気軽に日本語であいさつをしてくれ、温かく迎えてく
れました。

小・中学生 10人が姉妹都市フランクストン市へ
ホームステイなどで充実した国際交流を体験

特集４

市海外友好協会が「夏休み小・中学生短期留学」でオーストラリアの姉妹都
市フランクストン市へ児童・生徒 10 人を短期派遣しました。姉妹都市での交
流行事などを通じて現地の人々の生活や文化に触れ、国際感覚を養うことを目
的に実施しました。

秘書課
995-1800

現地での貴重な体験を振り返る

夏休み小・中学生短
期留学に参加した児
童・生徒たちは、「た
くさん愛され、たくさ
ん笑い、あっという間
の 11 日間でした。今
回の体験は絶対に忘れ
ません。これからの私
の人生を支えてくれる
宝物になります」「い
ろいろな人に出会えて
とても楽しかったです。
またフランクストンの
みんなに会いたいで
す」「英語をもっと勉
強して世界で活躍した
いと夢がふくらみまし
た」と現地での体験を
振り返りました。

▲フランクストン高校の
日本語授業に参加

▲デリンヤ小学校体験入学

▲朝会でソーラン節を披露

▲浴衣姿で記念写真
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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を収集するには、市の一般廃
棄物処理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、不法投棄するなど正しい処理が
されない恐れがあるため利用しないでください。
	

ごみの処分方法

家庭ごみ（燃えるごみ、資源ごみ、粗大ごみなど）
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。

家電製品（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫など）
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
定取引場所へ直接搬入しましょう。

　※近隣指定取引場所▶︎セキトランスシステム㈱
　　（長泉町納米里 515-1　 988-6868）

アプリのダウンロードは
こちら→

不法投棄は犯罪です

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
定された日に出してください。

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。

10トン以上のごみがまちを汚しています

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

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。

特集５

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

生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

屋外焼却は原則禁止！

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
た枝や刈った草、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。
例外として、屋外焼却が認められている場合もあり
ますが、周辺に住んでいる方の健康を害したり、洗濯
物を汚したりすることがないよう配慮が必要です。

　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不明な場合は、生活環
境課へお問い合わせください。

ポ イ ン ト

6
2017.10.1



Information

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。

10 月 17 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

児童手当の支給

10 月 10 日㈫は児童手当の支
給日です。児童手当は、認定請求
をした月の翌月分から支給事由の
消滅した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000 円●３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

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月末時点で現況届が未提出・
書類不備の場合は支払いが保留
されます。手続きを済ませてい
ない方は、早急に手続きを行っ
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　

お知らせ

道路の修繕などの工事のため、伊豆縦貫道長泉インターチェンジ
～沼津岡宮インターチェンジは上下線とも夜間通行止めになります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

伊豆縦貫道長泉インターチェンジ（沼津方面）～沼津岡宮インター
チェンジ　※東名沼津インターチェンジ、新東名長泉沼津イン
ターチェンジから伊豆縦貫道に入れません。

期間／ 10 月 23 日㈪～ 27 日㈮　各日 21 時～翌朝６時が通行止め
となります。それ以外の時間は通行できます。　※予備日▶︎ 10
月 30 日㈪～ 11 月２日㈭
国土交通省

　沼津河川国道事務所
　道路管理課　934-2017

沼津国道維持出張所　
986-1122

伊豆縦貫道夜間通行止め

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。

10 月 11 日㈬　13 時 30 分～
15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ（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

国立中央青少年交流の家
オープンハウス 2017

子どもも大人も楽しめるイベン
トです。

10 月 14 日 ㈯、15 日 ㈰　10
時～ 15 時

国立中央青少年交流の家（御殿
場市中畑）
各種体験活動、作品展示、スポー
ツ大会、飲食店の出店など 
国立中央青少年交流の家

　0550-89-2020

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。

11 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
の方など
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

夜間通行止め区間

長泉 IC

至 東京

伊豆縦貫道
沼津岡宮 IC

東名

新東名
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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。

10 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

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

市役所１階市民ホールの
パソコンの撤去

市役所１階市民ホールに設置し
ていたホームページ閲覧用パソコ
ンは、撤去します。鈴木図書館と
生涯学習センターには、引き続き
設置されていますので、ご利用く
ださい。
撤去日／ 10 月 31 日㈫

市役所と生涯学習センターでは、
無料の Wi-Fi サービスを提供
しています。スマートフォンや
タブレットをお持ちの方は、接
続してご利用ください。
戦略広報課　995-1802

各専門分野の専門家が相談に応じます。申し込みは不要です。
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　10/16 ～ 22 は行政相談週間

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。

10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
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。

行政相談委員

市民無料相談会を開催

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、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。
●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。

湯山貴志子さん
（御宿）

芹澤隆伸さん
（茶畑）
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お知らせ

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 26 日㈭　10 時 20 分～
11 時 30 分 
福祉保健会館３階研修室
昭和 22 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

裾野駅西口トイレ

裾野駅西口駅前広場の公衆用ト
イレを新築しました。10 月２日
㈪から利用できます。既存の公衆
用トイレは利用できなくなります
ので、新しい公衆用トイレをご利
用ください。

まちづくり課　995-1829

すそのウォーキング

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

10 月 29 日㈰　９時～ 12 時
　※受付▶︎８時30分～８時50分

福祉保健会館駐車場
市に住民登録がある方
150 人（先着順）
福祉保健会館をスタート・ゴー
ル地点として、６km 程度富岡
地区内のコースをウォーキング
します。同日開催しているもの
のふの里まつりを経由するコー
スです。
運動のできる服装、汗拭きタオ
ル、飲み物、帽子、すその健康
マイレージ（お持ちの方）
すその健康マイレージの対象事
業です。
健康推進課　992-5711

無線放送戸別受信機の貸し出し
市は、毎日無線放送を行っています。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
新規の貸し出し▶︎はんこ（認め印可）

　転出・転居▶︎戸別受信機
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、戦略広報課で
手続きしてください。

故障かなと思ったら確認を　　　　　　  
●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。
●アンテナを垂直に立てる▶︎ロッドアンテナは、

垂直にいっぱ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。

●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。コンセントを使用する場合は、
電池は使用しないでください。

●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。

●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。

●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
垂直に立てる

◀スイッチ

電池

電源 / 受信ランプ

～～
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裾野混声合唱団
25周年記念演奏会

10 月 ９ 日 ㈪　13 時 30 分 ～
15 時 30 分ごろ　※開場▶︎ 13
時～
市民文化センター多目的ホール
童謡曲集（雨降りお月さん～雲
の か げ、 し ゃ ぼ ん 玉 な ど ）、
SORA ヒットメドレー（朧月
夜、夜空ノムコウなど）、フォー
レのレクイエム（Introit and 
Kyrie、Offertory など）
裾野混声合唱団

　（吉田）
　956-7176

労使間のトラブル

労使間のトラブルの悩み相談を
県民生活センター労働相談窓口で
受け付けています。費用は無料で、
秘密は厳守します。

㈪～㈮　９時～ 12 時、13 時
～ 16 時
沼津商連会館ビル２階（沼津市
大手町）
相談内容によっては、県労働委
員会の「あっせん」を紹介します。
あっせんでは、公益、労働者、
使用者の代表３人のあっせん員
が当事者の間に立ち、公正・中
立な立場からお互いが合意でき
る妥協点を見つけ出し、トラブ
ル解決に向けた手伝いをします。

東部県民生活センター
　951-9144

フリーダイヤル▶︎
0120-9-39610（固定電話のみ） 

もののふの里葛山城まつり

10 月 29 日㈰　10 時～ 13 時
30 分ごろ
葛山城址・仙年寺駐車場
●「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。●手裏剣体
験コーナー▶︎どなたでも参加で
きます。●甲

かっ
冑

ちゅう
武者▶︎よろい・

かぶとの姿の方々と一緒に写真
を撮れます。●その他▶︎富岡中
学校吹奏楽部の演奏、甲冑寸劇、
吟詠、飲食物の出店など
もののふの里葛山城まつり実行
委員会　997-1035

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 10 日㈫～平成 30 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 28 年１月 31 日までの方
には、接種券を送付します。
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。
健康推進課　992-5711

シルバー人材センター会員

　シルバー人材センターの会員を
募集しています。豊富な経験や知
識、技能を生かして働きませんか。
募集は、随時行っています。

市内に住んでいる概ね 60 歳以
上の方で、働く意欲のある方
植木剪

せん
定
てい

、草刈り、草取り、清掃
作業、障子や網戸の張

はり
替
か

え、子育
て支援、家事援助、施設管理、駐
車場管理、事業所内軽作業など 
年会費3,000円（互助会費含む）

シルバー人材センター
　993-5914

訪問看護師就業セミナー

訪問看護の実際について分りや
すく説明をします。

10 月 12 日㈭、23 日㈪　９時
45 分～ 11 時 45 分 
三島市民活動センター（三島市
本町）
看護職有資格者
10 月 11 日㈬
● 12 日㈭から 23 日㈪の間で
希望する日に３時間程度実習が
あります。●無料の託児があり
ます。希望する方は、10 日前
までにご連絡ください。
（一社）県訪問看護ステーション

協議会事務局　054-275-3339
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お知らせ

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１トン
以上５トン未満）●特別教育・
安全衛生教育 ▼伐木作業の安全
衛生講習（大径木対応）●パソ
コンコース ▼パソコン入門（ビ
ギナーズコース）、ワード基礎、
エクセル基礎、ワード活用、エ
クセル活用、年賀状、パワーポ
イント基礎、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、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

壮年男女混合バレーボール大会
参加チーム

11 月 12 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 58
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 29 日㈰
スポーツ祭運営委員会

　993-0303

緑の基本計画の市民委員

　市緑の基本計画を改定するため、
市民懇話会を設置します。市民懇
話会に市民委員として参加する方
を募集します。

市内に住んでいるか、通勤・通
学する 18 歳以上の方で、平日
の日中に行う会議に出席できる
方　※国や地方公共団体の議員、
公務員を除く
２人
まちづくり課にある応募用紙に
必要事項を記入し、提出してく
ださい。応募用紙は市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。　※郵送、ファクス、メー
ル可
10 月２日㈪～ 31 日㈫
まちづくり課　995-1829
994-0272
to sh i k e i@c i t y . s u sono .
shizuoka.jp
〒 410-1192　佐野 1059

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 30 年１月１日㈪から

２年間
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
29 年４月１日現在で 18 歳以
上の明朗な女性（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
３人

待遇／制服や活動報酬の他、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２日㈭
紹介者には、採用された場合に
限り 3 万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

富士山資料館
星空観察会

　小型望遠鏡などで天体観察を行
います。

11 月 18 日㈯　19 時～ 21 時 
富士山資料館第２駐車場
小学４年生以上の方　※小学生
の方は、保護者も一緒に参加し
てください。
10 組（先着順）

講師／秋山万喜夫（東亜天文学会
会員、小惑星 Susono の発見者）
300 円
防寒着、懐中電灯（１人１個）、
双眼鏡・望遠鏡・星座早見盤（お
持ちの方）
10 月 25 日㈬～ 11 月９日㈭
●雨天の場合は、学習会を 19
時～ 20 時まで富士山資料館内
で行います。●駐車場は第２駐
車場をご利用ください。

富士山資料館
　998-1325
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インフォメーション

Information

Q ケーブルテレビの点検に来た事業者から「有
料放送・インターネット回線・電話・電気を

まとめて契約すると安くなる」と勧誘され、「セット
で得なら」と思い契約した。しかし、不要なサービ
スも含まれているので解約したい。

Ａ ケーブルテレビの受信環境の点検に来た事業
者から「安くなるから」と有料放送・インター

ネット回線・電話などのセット契約をその場で勧め
られ、必要のない契約をしてしまったという相談が
よせられています。「安くなる」、「お得」と言われ
ても、契約内容や月々の支払い額、解約料などを確
認し、本当に必要かどうかをよく考えて契約しま
しょう。契約内容がよく理解できなければ、その場
で契約するのはやめましょう。困ったときは消費生
活センターに相談してください。

健康食品って何だろう
現在、約６割の消費者が健康食品を利用している

といわれています。市場に流通している健康食品は、
特定保健用食品のように安全性や有効性が検証され
ている製品もあれば、全く検証されていない製品も
あります。健康食品を利用するときには、次の点に
留意してください。
①製品は、含有成分だけでなく、含有量の表示や品

質に注意する。
②費用対効果と利用するメリットとデメリットを考

える。
③健康食品と医薬品の併用には注意する。病人が利

用するときは、医療関係者に相談してください。
④あくまで補助的利用にとどめる。
⑤良いという体感や実感がなければ、継続摂取しな

い。
消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room

第２期すこやか
SANSUN教室

　３人１組で３カ月間、運動・食
生活・社会参加について学び、実
践します。１人での申し込みもで
きます。

11 月 16 日、12 月 14 日、平
成 30 年 １ 月 18 日、 ２ 月 15
日の㈭　19 時～ 21 時 
県総合健康センター（三島市谷

田）
概ね 20 歳～ 50 歳以下で医師
による運動制限がない方
30 人（先着順）
申込用紙に必要事項を記入し、
提出してください。　※ファク
ス、郵送可
10 月 31 日㈫
県総合健康センター

　973-7000
973-7010
〒411-0801　三島市谷田2276

看護師等再就業準備講習会

最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。

11 月 15 日㈬～ 17 日㈮
沼津市立病院（沼津市東椎路）
看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
所定の用紙に必要事項を記入し、
県ナースセンターへ提出してく
ださい。
11 月１日㈭
県ナースセンター東部支所

　920-2088

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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Health

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

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29年４月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

17日㈫
13:00〜13:30

平成28年３月
生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈫
９:00〜９:15

平成27年10・11月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成27年４月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成26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※
2・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

27日㈮
13:00〜13:30 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

2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

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

5日㈭・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（曜日） 時　間
 ３日㈫※ 17:00 〜 19:45
10日㈫※  9:00 〜 11:30
17日㈫　 13:00 〜 15:30
26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 5 6 7

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

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

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

内科 外科 内科 内科 内科 整形 整形・内科
29 30 31

外科 整形 内科
※28日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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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 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈫ 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 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

18 ㈬ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 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

19 ㈭ 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

20 ㈮ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

21 ㈯ 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

22 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 東医院 921-5520 高沢町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

23 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 香貫医院 931-2465 本郷町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

24 ㈫ 武藤医院 931-0088 三園町 西方外科医院 921-1333 共栄町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

25 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科クリ
ニック 992-6303 茶畑

27 ㈮ 今井医院 921-3211 五月町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場
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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 内 科 外 科 小児科

29 ㈰

柿田川医院 973-3601 柿田 守重医院 931-2511 我入道
　江川

大沢医院 931-1019 御幸町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

東名裾野病院 997-0200 御宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

30 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

31 ㈫ 森医院 966-2017 石川 東医院 921-5520 高沢町 星野医院 962-0782 山王台

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

22 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

服部歯科医院
992-0011 佐野　　

29 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野　　

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／ 10 月２日㈪と 10 月４日㈬の外科の救急協医が変更となりました。
	 変更前：10月２日㈪　山本整形外科・循環器科▶︎変更後：鈴木医院（993-0430　 佐野）
	 変更前：10月４日㈬　鈴木医院▶︎変更後：山本整形外科・循環器科（989-8111　 南一色）
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10月の休館日

「昨年の大会ほど緊張せず楽しむことができまし
た。優勝を決めたときは夢かと思いました」と感想
を語るのは、西中学校出身で三重県立四日市商業高
校２年生の吉岡希紗さん。８月に福島県会津若松市

で行われた全国高等学校総合体育大会の硬式テニス
女子団体戦で優勝、女子ダブルスで準優勝しました。

「来年の大会は団体、シングルス、ダブルスの３冠
を目指します」と力強く決意を語ります。
「両親がテニスしているときは、コートの近くで

ボール遊びをしていました。幼少期からテニスボー
ルで手遊びしていましたが、気が付いたらラケット
を握っていました」と笑顔の吉岡さん。小学２年生
の時から硬式テニスを始め、中学３年生の時には、
全国中学校体育大会でベスト８、国民体育大会にも
出場し高校生に勝利しました。「一緒に日本一を目
指そう」と日本一の実績がある顧問の先生に誘われ
て、同校に進学。現在単身下宿生活を送っています。

裾野を離れて頑張る吉岡さんは、部活動の仲間や
クラスメイトに「ドアを開けると目の前に大きな富
士山が見えるよ」と裾野の魅力を自慢しています。
全国各地から集まるチームメイトには「“ 空気がき
れいで気持ちの良い裾野にぜひ来てね ” と勧めてい
ます」と話してくれました。今後も裾野出身選手と
して活躍が期待されます。

高校総体テニス女子団体で優勝

吉岡 希紗さん（佐野若狭・17 歳）

２日㈪・10日㈫・16日㈪・23日㈪
30日㈪

意
い
戒
かい
上
しょう
人
にん
の登山と廻国

富士山に最初に登山した歴史的な人物は聖徳太子
とされ、幕末にはオールコック・ミンストルなど外
国人も登山しています。

須山地区に 1810 年の小田原藩の役人に提出され
た書類が残っていました。これには
　「讃岐の国 ( 今の香川県 ) の門徒 ( 浄土真 ) 宗の僧
意戒上人が須山口より富士登山をした。須山には古
歌があるかと尋ねられ、 1468 年 聖

しょう
護
ご

院
いん

の宮様が登
山したときに詠んだ歌が『廻国雑記』にあると答え
た。この歌を京都に上った際、堂

どう
上
かみ
方
がた

( 昇殿を許さ
れている高位の人 ) に書いてもらい須山に送って来
た」などのことが報告されています。
　公家ばかりでなく、高僧との交流もありました。

ORANGE RANGE LIVE TOUR 017-018
～ UNITY～

待望の ORANGE RANGE 公演、裾野で開催決定！
と　き／平成 30 年１月 20 日㈰　17 時～
　※開場▶︎ 16 時 30 分
料　金／全席指定（税込）小学生以上　5,800 円
発売日／アザレア友の会先行▶︎ 10 月７日㈯窓口・
ウェブサイト：9時～、一般▶︎ 10 月 22 日㈰電話：
9時～（座席指定不可）・窓口：13時～（座席指
定可）　※残席がある場合のみ

https://www.susono-bunka.jp/ （須山区有文書）

乍恐以書付御届奉申上候御事



No.1342

10.15
2017

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 月 14 日
祝 100 歳長寿者市長訪問
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特集１

市議会９月定例会
条例改正や補正予算など 31議案を審議

市議会９月定例会が 8 月 28 日㈪から 10 月
4 日㈬までの 38 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

◆平成 28年度一般会計歳入歳出決算などの認定
平成 28 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〜９ページをご覧ください。

◆市教育委員会委員の任命
9 月 30 日に任期満了となった杉田博道委員を引き
続き任命することが同意されました。

◆市税条例と都市計画税条例の一部改正
保育の基盤整備を促進するための支援として、家庭
的保育事業等の用に供する固定資産に係る固定資産税
の特例措置を拡充するため、条例の改正をしました。

◆市民文化センター条例の一部改正
生涯学習センター、図書館分室と一括した指定管理
者制度を実施できるように他の施設の条例と整合を図
るため、条例の改正をしました。

◀

市営柳端団地

◆特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用
者負担額を定める条例の一部改正
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
の公布に伴い、条例の改正をしました。

◆介護保険条例の一部改正
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等
の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条例
の改正をしました。

補正予算

一般会計補正予算（第 2回・第 3回・第４回）
歳入歳出予算総額を 201 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。

●地区の強みを活かした地域づくりの推進
　 ▼市営柳端団地解体事業
　公営住宅等長寿命化計画と公共施設等総合管理
計画で掲げた借地の計画的解消を図るため、市営
柳端団地の建物を解体し借地を返還します。
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特集１

●住みたくなる住環境の形成、出歩きたくなる地域の
創出

▼運転免許証自主返納者支援事業
　高齢者の運転経歴証明書取得費用を助成する新
たな支援制度を構築し、運転免許証を自主的に返
納しやすい環境を整え、高齢者が関係する交通事
故の減少を図ります。

▼ヘルシーパーク裾野無料送迎バス運行事業
　施設利用者
の利便性維持
を図るため、
ヘルシーパー
ク裾野の送迎
バ ス 2 台 を
継続的に運行
します。

▼新火葬施設整備事業
　長泉町と共同で新たな火葬施設を整備するため、
裾野市長泉町衛生施設組合負担金を増額し、事業
を進めます。

●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、茶畑地先の市道 1099 号線の拡幅改良
事業を実施します。

●妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実

▼ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業
①子育てライブラリー ～本を核として子育てす

る取り組み～
　未就学児と保護者に対する子育て支援を継続す
るため、2歳
児へ絵本をプ
レゼントする
セカンドブッ
ク事業を実施
します。本を
核として子育

てにつながる参加体験型事業として、子育て関連
ブックトレードや暗闇図書館を実施します。

②高校生等医療費助成事業
　子育て期の経済的負担を軽減することを目的に、
平成 30年度から医療費助成を高校生などまで拡
大するため、医療費助成システムを改修し、受給
者証を発行します。

▼小規模保育所施設整備事業
　待機児童解消対策の充実を図るため、小規模保
育所の施設整備に対する補助を実施します。

●学校の教育力の向上
▼県道富士裾野線付け替えに伴う西中学校石脇グラ

ウンド整備等改修事業
　県道富士裾野線バイパスルート整備に伴い、石
脇グラウンドの改修工事を実施します。

●企業・事業所の事業活動環境の整備

▼企業立地促進事業
　企業の誘致や立地維持を図るため、新工場建屋
を建設し製造ラインを増設した市内企業に対する
助成を実施します。

●誰もが新たなしごとにチャレンジできる環境の整備

▼ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業
　女性の就業・起業支援実施事業
　女性の起業を支援するため、女性に特化した起
業、就業相談などの事業を実施します。

　市議会の副議長の辞職
に伴う選挙が定例会最終
日の 10 月 4日㈬に行わ
れました。副議長に土屋
秀明氏が当選しました。

副議長に土屋秀明氏が当選

副議長　土屋秀明氏
（須山二・70歳）

ヘルシーパーク裾野無料送迎バス

鈴木図書館

3
2017.10.15



平成 28 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 218 億 2,758 万円
歳出総額 212 億 2,384 万円

自
主
財
源（
70・5
％
）

依
存
財
源（
29・５
％
）

みらいのパパママスクール 瀬戸山Ⅰ橋改修

平成28年度

決算
報告

市税（49.9％）   108 億 9,491 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（7.8%）   16 億 9,053 万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

繰入金（4.3%）   9 億 3,936 万円
基金の繰入金など

繰越金（3.5%）   7 億 7,294 万円
前年度の剰余金

その他（5.0%）   10 億 8,406 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（13.1%）   28 億 6,190 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（5.2%）   11 億 2,460 万円
事業を行うために借り入れたお金

県支出金（4.2%）   9 億 1,502 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（7.0%）   15 億 4,426 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

特集２

歳出総額 4.1％減 212億 2,384 万円
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歳入・歳出の特徴

歳入決算額は、市税（法人市民税）が税率改正など
に伴い 2億 7,887 万円の減となり 108 億 9,491 万円、
国庫支出金が3億3,374万円の減の28億6,190万円、
諸収入が富士山南東消防組合人件費負担金の増などの
ため２億 6,576 万円の増、市債は普通建設事業費の
減少のため 9億 4,920 万円の減となるなど、総額は
前年度比マイナス 6.1%、14 億 1,831 万円の減の
218 億 2,758 万円でした。なお、平成 28年度は普通
交付税の不交付団体となり、普通交付税は交付されま
せんでした。
歳出決算額は、衛生費が最終処分場（第二期）整備
事業の完了によって 8億 4,664 万円の減、土木費が
裾野駅周辺整備費の減などによって 4億 7,027 万円
の減、教育費が東小学校大規模改修事業の完了などに
よって 3億 5,031 万円の減、総額は対前年度比マイ
ナス 4.1％、8 億 9,912 万円の減の 212 億 2,384 万
円となりました。

民生費（26.3％）   55 億 9,015 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（13.7％）   29 億 40 万円
道路、河川、公園の整備などにかかったお金

教育費（13.2％）   28 億 4 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（11.4％）   24 億 1,278 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（11.7％）   24 億 7,487 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（8.2％）   17 億 4,230 万円
事業を行うために借り入れたお金の返済金

その他（15.5％）   33 億 330 万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など

特集２

� 平成 28年度�決算報告

裾野駅バリアフリー化整備事業竣工内覧会

ペコちゃんとおともだち協定
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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。

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

市認証保育所運営事業 子育て環境を整備するため、一定の基準を満たす認可外保育施設を市独自
に認証し、運営費を助成

２．成長するよろこびと地域のつながりで心の豊かさを育む「すその」
事 業 名 事 業 概 要

ほんものとふれあう学習事業
児童・生徒が文化・芸術の鑑賞や、トップアスリートなどの講演を聴くなど、
ほんものとふれ合う機会を設定。アーティストの生演奏を聴く場を設ける

「公共ホール音楽活性化（おんかつ）事業」も実施
学校施設環境改善交付金事業 西小学校・富岡第二小学校のトイレの洋式化と床の乾式化改修を実施
市民体育館改修事業 耐震補強と施設改修工事を実施

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

みんなで子育てするまち推進事業 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、各種事業を長泉町と合同で実施

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

裾野駅バリアフリー化整備事業 駅構内のエレベーター整備などバリアフリー化を図るための工事に対して
助成

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を実施

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 都市計画道路平松深良線の整備を実施

総合計画６本の柱に基づく主要事業
特集２
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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

産業連携地域プラットフォーム構築事業 新たな事業創造や起業を呼び込むため、地域・企業と地域産業の連携促進
を図る産業連携地域プラットフォームを設立

景ヶ島渓谷公衆トイレ整備事業 利便性向上や衛生美化を図るため、公衆用トイレを整備

シティプロモーション推進事業 市の知名度・高感度のアップを図るため、マスコットキャラクターやフィ
ルムコミッションなどの事業を実施

６．健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」
事 業 名 事 業 概 要

公共施設等マネジメント支援システム導
入事業

市が所有する公共建築物の基本情報などを一元的に管理し、施設分析がで
きるシステムを導入

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   227 万円
歳出総額 55 億 6,705 万円

実質収支額 3 億 3,522 万円

●土地取得特別会計
歳入総額 92 万円
歳出総額 92 万円

実質収支額 １千円

●下水道事業特別会計
歳入総額 11 億 4,705 万円
歳出総額 11 億 4,632 万円

繰り越すべき財源 73 万円
実質収支額 １千円

●介護保険特別会計	
歳入総額 31 億 9,681 万円
歳出総額 30 億   609 万円

実質収支額 1 億 9,072 万円

　※�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 7,986 万円
歳出総額 4 億 7,677 万円

実質収支額 309 万円

●十里木高原簡易水道特別会計
歳入総額 4,968 万円
歳出総額 4,968 万円

実質収支額 １千円

●墓地事業特別会計
歳入総額 4,644 万円
歳出総額 4,354 万円

実質収支額 290 万円

都市計画税の決算額は４億 824 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※ 1 都市計画税※２ 一般財源

土 地 区 画 整 理 費 5 億 6,611 万円 32.3% 4 億 6,905 万円 5,175 万円 4,531 万円
平 松 深 良 線 街 路 費 1 億 　 62 万円 5.7% 8,581 万円 789 万円 692 万円
都市計画事業公債費 1 億 7,484 万円 10.0% 0 円 9,321 万円 8,163 万円
下水道事業特別会計 9 億 　982 万円 52.0% 4 億 3,079 万円 2 億 5,539 万円 2 億 2,364 万円

合計 17 億 5,139 万円 100% 9 億 8,565 万円 4 億　824 万円 3 億 5,750 万円
　　　　　　　　　　　　　※ 1 特定財源 ( 国・県支出金、地方債、負担金、その他 )
　　　　　　　　　　　　　※ 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、都市計画税を案分し充当しています。

特集２

� 平成 28年度�主要事業
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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
28 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 28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） 12.97% 20%

２．連結実質赤字比率 －（黒字） 17.97% 30%

３．実質公債費比率 7.6% 25% 35%

４．将来負担比率 8.6% 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 28年度の
当市の標準財政規模は約 128 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 28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

財政健全化判断比率・資金不足比率公表
いずれも基準内で健全な財政運営を継続

特集２

8
2017.10.15



平成 28年度水道事業会計決算報告
安定した経営を維持しています

特集３

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
に運営しています。平成 28 年度水道
事業会計の決算状況を報告します。

上下水道課 経営管理室
995-1836

※決算額に消費税は含まれていません。

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
2億3,858万0,047円

水道施設や配水管布設（替）
工事などにかかる費用
1 億 4,423 万 8,488 円 借入金元金の返済

1 億 2,779 万 4,147 円

長期前受金戻入額
1億4,742万1,061円（非現金）

その他
5,578 万 3,477 円

水道料金
7 億 4,923 万 5,873 円

その他
1,259 万 7,442 円

借入金の利息の支払い　4,169 万 9,069 円

工事による負担金など

純利益２億 6,880 万 0,121 円（非現金含む）

収入合計９億 5,244 万 0,411 円
収入合計 5,810 万 3,392 円

支出合計６億8,364万0,290円

支出合計２億 7,203 万 2,635 円

施設などの減価償却費
3 億 9,076 万 3,732 円

不足金額（損益勘定留保資金などで補てん）
2 億 1,392 万 9,243 円

皆さん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）

市水道事業の会計は、�収益的収支と資本的収支から
なっています。収益的収支とは、水道水をつくり、そ
れを家庭まで送り届ける費用とその財源を表します。
資本的収支とは、企業債償還金や施設更新、耐震管を
含む配水本管の布設などに必要な費用とその財源で、
収入は工事負担金などです。

今後も、�市水道ビジョンに基づく中長期的な展望を
見据え、経費の節減に努めるなど効率的な経営を行い
ます。大切なライフラインを守り、安全で安心な水を
安定供給していくため、�ご理解ご協力をお願いします。
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10 月 22 日㈰は、衆議院議員選挙の投票日です。
有権者の方には、事前に入場券を送ります。当日、
投票に行けない方は、10 月 21 日㈯まで、市役所
で期日前投票ができます。時間は８時 30 分から
20 時までです。投票は、入場券が届いていなくて
もできます。投票所にお越しください。

選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807

投票できる方
～選挙権年齢は満 18歳以上～

10 月 22 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 11 年 10 月 23 日以前に生まれ、日本国籍が
ある方
②平成 29年７月９日以前から引き続いて当市の住民
基本台帳に登録されている方

10 月 22日㈰に投票に行けない方は……

①期日前投票
　10 月 22 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／10月 21日㈯まで　８時 30分〜 20時
ところ／市役所４階 402 会議室
　※土・日曜日は市役所１階市民ホール
●入場券が届く前でも投票できます。
　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されてい
る方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票
できます。期日前投票所へお越しください。
②不在者投票
　不在者投票施設に指定された病院などに入院・入
所している方、名簿登録地以外の市区町村に滞在中
の方は、不在者投票ができます。入院・入所してい
る方は、病院や施設の職員に投票したい意向を申し
出てください。滞在先の市区町村での投票を希望す
る場合は、郵送に時間がかかりますので、早めに選
挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。

郵便投票制度

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

障がいの
区分

両下肢・
体幹移動機能

障がい

心臓・腎臓・
呼吸器・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、10月 22 日㈰ 21時から市民体育館で行い
ます。当市の開票結果は、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。

投票所

　16 の投票所があります。有権者の方には、事前に
入場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票
してください。

投票時間は７時～ 20時

　10月 22 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。

特集４

衆議院議員総選挙
投票日：10/22 ㈰　期日前投票：10/21 ㈯まで
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★印が投票所の場所です。

★
西中
グラウンド

五竜の滝

ガソリン
スタンド

市役所

県
道
富
士
裾
野
線 裾

野
高
校

黄
瀬
川

西中学校体育館
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
★

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１投票区 第４投票区第２投票区 第３投票区

第５投票区 第８投票区第６投票区 第７投票区

第９投票区 第 12投票区第 10投票区 第 11投票区

第 13投票区 第 16投票区第 14投票区 第 15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

★
消防団

今里本村集会所

裾野線
県道富士

新東
名高
速道
路

卍

★ 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

★ 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

★

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

★
深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧2
46号

国
道
246
号

深良新田公民館

グラウンド ★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
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

JA富岡支所

県道富士
裾野線

富岡第一小学校体育館

★

★裾野郵便局〒

赤
十
字
病
院

セブン
イレブン

市民体育館

★

国
道
24
6号

JA
深良支所

ガソリン
スタンド

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

深良小学校体育館

★
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

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

特集４
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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

特集５

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１日㈬〜５日㈰、11月８日㈬〜 12日㈰
ところ／市民文化センター
開会式／ 11月１日㈬　10時〜 ▲ポスター原画

とき／ 11月３日㈮　12時〜 16時
【実演】
●バイオリン演奏　　　　●ポピュラーソングデュオ
●ハーモニカ演奏、歌　　●アンサンブル演奏
●文字のなりたち　　　　●フルート演奏
●フラメンコ　　　　　　●二胡の説明、名曲実演
●生け花各流派の実演　　●ハワイアン生演奏
●ジャズ演奏　●詩舞　　●阿波おどり　●篆

てん
刻
こく
実演

部　門 と　き 内　容

展覧会 11 月 1 日㈬～５日㈰
9:00 ～ 17:00

書道展（含篆
てん

刻
こく

）、文芸展（短歌・俳句・連句）、ジュニア展（幼児・
小・中学生の書道、生け花）

囲碁大会 11 月５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４日㈯
13:00 ～ 16:30 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５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、二胡、大合唱など

部　門 と　き 内　容

展覧会
11 月８日㈬～ 12 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・アクリル絵・タイル画など）

茶会

11 月 11 日㈯
10:00 ～ 15:00 表千家茶道教室

11 月 12 日㈰
10:00 ～ 15:00 図書館茶道教室（裏千家）

芸能祭

日舞・
邦楽の部

11 月 11 日㈯
13:00 ～ 16:00 日本舞踊、民踊など

洋舞・
音楽の部

11 月 12 日㈰
13:00 ～ 17:00

童唄、歌謡曲、大正琴、チアダンス、タップダンス、新体操、
バレエ、フラメンコ、フラダンス、手話ダンスなど

【体験】
●二胡演奏　　　　●バイオリン演奏　　
●連句実作会　　　●フルート演奏、笛作り
●七宝焼　　　　　●生け花（小・中学生）
●俳句作成　　　　●タイル画のコースター作成
●詩吟で健康法　　●フラダンス
●お琴演奏　　　　●彫刻　●ウクレレ演奏

11/3「芸術に触れる文化の日」は実演・体験の日です！

第１部

第２部
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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

特集６

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特色ある催し物を用意しています。

市民課地区振興係
995-1874

東 地区

とき／ 11月５日㈰　９時〜 13時
ところ／向田小学校
○演奏（鼓笛・金管バンドなど）
○踊り
○福引
○リサイクルコーナー
○クラフト（小物作り）
○缶バッジ工作
○ぬり絵
○キックターゲット
○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

深 良 地区

とき／ 11月 19日㈰　８時 45分〜 13時 30分
ところ／深良小学校周辺
○岩波おはやし・小学校吹奏楽・深良太鼓
○バンド演奏・歌謡
○深良スポーツ少年団一輪車
○小学生意見発表
○園児・児童・生徒作品、団体活動作品の展示
○一般応募、美術工芸作品の展示
○人形劇
○白バイ、パトカー展示・交通安全コーナー
○露店、飲食物・農産物販売など
○もちまき大会など

西 地区

とき／ 11月５日㈰　８時 50分〜 13時
ところ／西小学校
○演奏（和太鼓・吹奏楽・バンド）
○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

富 岡 地区

とき／ 11月 26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・踊りなど（吹奏楽ほか）
○展示（手芸品・写真ほか）
○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
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フォトグラフ

Photograph ９月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／十里木高原

若山牧水ゆかりの地に歌碑� ９月10日

歌人若山牧水の遺徳をしのぶ第 42 回裾野牧水祭が景ヶ島公園で
行われました。景ヶ島周辺の環境整備に取り組む “ リバーフレンド
富岡 ” のメンバーが中心となって、牧水ゆかりの地である景ヶ島に
新しく建立した歌碑を披露しました。

本を核として人とまちをつなぐことを目指す市職員自主研究グ
ループ放課後ライブラリーが、鈴木図書館で “ 本×日本酒＠図書館 ”
と題したイベントを行いました。利き酒師の江森慎さんの話を聞い
た後、参加者同士お酒にまつわる本やエピソードを紹介しました。

夜の図書館で利き酒を� ９月８日

十里木高原にある約 4 ヘクタールのそばの花畑が見ごろを迎え
ました。JA なんすんそば部会の皆さんが、平成 24 年からそばの
特産化を目指してはじめた取り組みが実を結び、今では裾野の一大
景勝地となっています。富士の麓に白くて可憐な花が咲き誇る光景
は、爽やかな秋の訪れを告げているようでした。

秋の訪れを告げる白い花畑
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ライフデザインを考える� ９月22日

裾野高校でライフデザインについてのワークショップが行われま
した。人生設計や進路、結婚相手に求めるものなどについてグルー
プごとに話し合いました。参加した生徒は「漠然としていた将来計
画を、意識し始めるきっかけとなりました」と語りました。

市内小学校に黄色い安全傘寄贈� ９月11日

明るい社会づくり運動県裾野地区協議会の林会長ら協議会メン
バーが市役所を訪れ、希望があった市内の小学校 7 校に黄色い安
全傘 115 本を寄贈しました。林会長は「子どもの交通安全のため
に活用してほしいです」と黄色い安全傘を贈りました。

頭を使って走力アップ� ９月26日

オリンピック選手などの指導実績もある荒川優さんを招き、富一
小でドリームスクールキャラバン「走力 UP! 教室」が行われました。
講師のヒントから、どうしたら速く走れるかを自分たちで考えた結
果、全員が 30 ｍ走のタイムを縮めることができました。

雨の中御神輿が舞う� ９月16・17日

佐野八幡宮祭典が行われました。９月中旬にしては、肌寒く、小
雨が降る中での開催となりましたが、佐野八幡宮で式典の後、御神
輿は境内の鳥居をくぐり、太鼓の音と担ぎ手たちの「わっしょい　
わっしょい」という掛け声と共に地区内を巡りました。

深良川第一発電所が運転再開� ９月13日

運転開始から 95 年を迎えた深良川第一発電所の水車発電機や放
流管などの工事が完了し、竣工式が行われました。式典には、発電
所を管理する東京発電㈱や工事施工業者、髙村市長などが出席。市
長が書いた看板が披露されました。

交通事故防止などを呼び掛ける� ９月21日

秋の交通安全県民運動が始まった初日に、市役所周辺で市交通安
全対策委員会による街頭啓発・指導が行われました。髙村謙二市長
は「悲惨な事故を起こさないために “ 止まる・見る・待つ ” の安全
確認を確実に行ってほしいです」とあいさつしました。
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特集７

結核検診で早期発見
11/1㈬～ 19㈰に各地で実施

結核は過去の病気ではありません。昨年、国内で新たに結核患者とし
て登録された人数は 17,625 人、死亡者数は 1,889 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 28 年３月 31 日までに生
まれた方
持ち物
●結核健康診断通知書
●がん検診等受診票（別途通知）
※対象の方で通知が届かない方や紛失した方は、直接
会場にお越しください。

日にち 時間 会場 日にち 時間 会場

11 月
１日㈬

8:50 ～  9:20 金沢公民館
11 月
９日㈭

8:50 ～  9:40 中丸公民館
9:40 ～ 10:00 田場沢公民館 9:50 ～ 10:20 天理教教会

10:20 ～ 10:40 中里公民館 10:30 ～ 11:00 中丸上公民館
11:00 ～ 11:40 上ケ田公民館 13:30 ～ 15:00 裾野市役所
13:30 ～ 15:00 市民体育館

11 月
10 日㈮

8:50 ～  9:00 杉山幸雄さん宅（市の瀬）

11 月
２日㈭

8:50 ～  9:50 かつ榮 9:20 ～  9:40 髙田泰幸さん宅（峰下）
11:00 ～ 11:50 西中学校 10:00 ～ 10:30 向田小学校体育館
13:30 ～ 15:00 富士見台公園　 10:50 ～ 11:30 青葉台公園

11 月
6 日㈪

8:50 ～  9:30 安全タクシー 13:30 ～ 14:30 南児童館
9:50 ～ 10:30 石脇公民館

11 月
13 日㈪

9:00 ～  9:40 下和田地区集会所
10:50 ～ 11:40 福祉保健会館 10:00 ～ 10:30 呼子集会所
13:30 ～ 14:30 市民体育館 10:50 ～ 11:30 今里本村集会所

11 月
７日㈫

8:50 ～  9:20 原区集会所 13:30 ～ 14:10 葛山集会所
9:40 ～ 10:40 岩波公民館 14:30 ～ 15:10 御宿新田コミュニティセンター

11:00 ～ 11:40 深良新田公民館
11 月

15 日㈬

9:00 ～ 10:00 田向集会所
13:30 ～ 14:10 町震コミュニティセンター 10:40 ～ 11:10 十里木高原集会所
14:20 ～ 15:00 切遠コミュニティセンター 13:30 ～ 14:30 須山地区研修センター

11 月
８日㈬

8:40 ～  9:00 麦塚公民館

11 月
17 日㈮

8:50 ～  9:10 南町公民館
9:10 ～  9:40 本茶公民館 9:30 ～ 10:00 富沢公民館
9:50 ～ 10:20 久根公民館 10:20 ～ 10:50 千福公民館

10:30 ～ 10:50 南堀公民館 11:20 ～ 11:50 千福が丘小学校
11:00 ～ 12:00 クリエイト S.D　裾野茶畑店 13:30 ～ 14:30 富岡コミュニティセンター
13:30 ～ 14:00 稲吉さんの駐車場（深良小東側） 11 月

19 日㈰
8:50 ～ 11:00 裾野市役所

14:40 ～ 15:00 ㈱スソノ物流※旧中山運送（茶畑） 11:00 ～ 11:30 裾野市役所　★
●どの会場でも受診できます。　●受診は１人１回です。　★車いすの方の対応の検診車です。

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。

結核健康診断日程表
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インフォメーション

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　

Information

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 168 点を展示します。
10月 28日㈯〜 12月 28日㈭

開館時間／９時〜 16時 30分
富士山資料館特別展示室
入館料／大人 210 円
小・中学生 100 円
富士山資料館　998-1325

合併処理浄化槽設置補助金

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。合併処理
浄化槽は、トイレの排水のみを処
理する単独浄化槽に比べ生活雑排
水も併せて処理するので、放流水
の汚れが８分の１になり、環境に
配慮されています。対象の方には、
補助金を交付しますので、申請し
てください。
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

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。
11月 30日㈭　10時〜 13時
市役所 1階市民相談室
14人程度（先着順）
11月 16日㈭
国保年金課　995-1813

ふれあい広場とふれあい消防広場を開催
11 月 19 日㈰　※少雨決行
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。

【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。
９時 45分〜 14時 30分
福祉保健会館・駐車場
●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、演奏会など
●お楽しみ抽選会　●福祉団体による販売
●福祉用具の展示　●福祉職相談コーナー
社会福祉協議会　992-5750

♦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 ”がお出迎えします。
10時〜 14時
裾野消防署・駐車場
●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、地震体験車による地震体験、消防
車両の体験乗車など
●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、保連会コーナー ▼軽食などの模擬店

裾野消防署　995-0119
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インフォメーション

Information

ハロウィンイベント
SHINKO�スポーツDAY

10 月 29 日㈰
運動公園やすらぎの広場

【午前の部】
とき 内容

９:30 ～ 10:20 朝ヨガ

10:30 ～ 11:20 ハロウィン ･
エアロ

11:30 ～ 12:20 サーキット・
ボクシング

 100 円
【午後の部】
13 時〜 16時
ティーボール、キックターゲッ
ト、ジャベリックスロー、輪投
げ、ミット打ちなど
１種目につき中学生以下 100
円、高校生以上 200 円
運動できる服装、飲み物、ヨガ
マット　※ヨガに参加する方
（貸し出し可）
各レッスン 30分前からやすら
ぎの広場入口で受け付けます。
中止の場合、当日８時 30 分に
ホームページ内のフェイスブッ
クでお知らせします。
運動公園　997-7277
http://susono-

　suportsshisetsu.com/

県最低賃金改正

県の最低賃金が 10 月４日㈬に
改正されました。
県最低賃金／ 832 円
静岡労働局賃金
　054-254-6315

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〜 19 時 30 分の
うち、８時間以内
勤務地／県東部地域の介護施設
対象者／求職中の方
給与／時給 900 円
【説明会】

とき ところ
11 月１日㈬

10 時 30 分～
市民文化
センター

11 月６日㈪
13 時 30 分～

御殿場市民会館
（御殿場市萩原）

㈱東海道シグマメディカルケ
ア事業部　054-255-4259

動物愛護ボランティア
意見交換会

11 月１日㈬　13時 30分〜
東部総合庁舎別棟２階会議室
（沼津市高島本町）
動物愛護ボランティア活動に興
味のある方、動物愛護ボラン
ティア活動を行っている方
県動物愛護管理推進計画の進捗
状況、新しい飼い主を探す取り
組みの推進、意見交換など
10月 23日㈪
生活環境課　995-1816

ぬいぐるみおとまり会

ぬいぐるみが図書館を探検する
様子を写真撮影し、参加者にプレ
ゼントします。
持ち込み期間／ 11月９日㈭９時
〜 12日㈰ 17時
返却日／ 11 月 18 日㈯ 14 時 10
分〜　※同日 14 時 30 分から
おはなし会を行います。ぬいぐ
るみと一緒に参加してください。
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
20人（先着順）
ぬいぐるみ（１家族につき１体）
10月 28日㈯　９時〜
鈴木図書館 992-2342
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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㈮ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

４日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

５日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

11日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

12日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

18日㈯ 山崎設備
☎997-6766

19日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

23日㈭ 髙橋設備
☎993-1336

25日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

26日㈰ パイピング横山
☎992-3329

１日㈬～
12日㈰ 市民芸術祭

12日㈰ 壮年男女混合
バレーボール大会

22日㈬ 技能功労者表彰

27日㈪～ 市議会12月定例会

11 月　カレンダー

データバンク
10 月１日現在

人　口　52,570人� （+46人）
　男　　26,728人� （+36人）
　女　　25,842人� （+10人）
世　帯　21,690世帯�（+31世帯）
内、外国人� 792人�463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

図書館お泊まり会
ナイトライブラリー

図書館に宿泊し、好きな本を読
んだり、映画鑑賞、館内探検など
のイベントに参加したりし、思い
思いに夜の図書館を過ごします。
11 月 11 日 ㈯ 19 時 30 分 〜
12日㈰７時
鈴木図書館
市内に住んでいる小・中学生と
その保護者
15組（先着順）
パジャマ、着替え、タオル、歯
ブラシ、寝具（寝袋、毛布など）、
懐中電灯やランタンなど、図書
利用券、その他宿泊に必要なも
の
鈴木図書館へ直接お申し込みく
ださい。
10月 21日㈯　９時〜
●夕食、入浴は済ませて参加し
てください。●図書館で食事の
用意はありません。必要な方は、
各自でお持ちになり、飲食ス
ペースをご利用ください。飲酒
はできません。
鈴木図書館 992-2342

陶芸講座

11 月 21 日㈫・22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
10人（先着順）
食器や小物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
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。
11 月４日㈯　９時〜 12 日㈰
19時
東西公民館　992-6677
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救急協力医

11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㈬ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 酒井医院 966-1755 今沢 田中医院 921-2053 高島町

２㈭ 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

３㈮

永野医院 962-4450 大岡 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 西村医院 971-6510 下土狩

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田

４㈯ 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

５㈰

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 守重医院 931-2511 我入道

　江川

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

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

６㈪ 小林医院 966-7700 今沢 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

７㈫ 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 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

８㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 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

９㈭ 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

10 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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

11 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町
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11 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

３㈮ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

MI 総合歯科クリニック
988-1185 下土狩　

５㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

はとり眼科
987-6789 中土狩　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

12 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

真野歯科医院
972-5290 堂庭　　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 東医院 921-5520 高沢町

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

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

13 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 清水館医院 993-2323 茶畑 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

14 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

15 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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●読書週間展示
と　き／ 10 月 28 日㈯～ 11 月９日㈭
ところ／本館 1 階　展示コーナー
テーマ／本の世界に旅立とう

望月　心
み
琴
こと

ちゃん
（１歳５カ月・滝頭）

田中　葵
あおい

ちゃん
（２歳７カ月・公文名二）

土屋　樹
き
禾
い

ちゃん
（２歳３カ月・千福）

西山　楓
か
桜
おん

ちゃん
（２歳１カ月・堰原）

清水　千
ち
歳
とせ

ちゃん
（２歳 10カ月・滝頭）

11月の休館日

●11月の行事予定
親子おはなし広場
 ７日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

おはなしの会
 11日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 18日㈯ 14時30分～ 本館２階展示室

ファーストブック
 15日㈬  ９時～12時 本館２階展示室
 22日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子おはなしの会
 21日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

リサイクルブックサービス
　　４日㈯～10日㈮ 本館２階展示室
  　 ※休館日は除く。

6日㈪・13日㈪・20日㈪
27日㈪・30日㈭

●ランニング・ワイルド
　RUNNING　WILD
著：堂場瞬一　文藝春秋

●国士
著：楡周平　祥伝社

●むーさんの自転車
著：ねじめ正一　中央公論新社

●そらの 100かいだてのいえ
作：いわいとしお　偕成社

●あそぶ！
作・絵：ジェズ・オールバラ　徳間書店

●にんぎょうのおいしゃさん
作：マーガレット・ワイズ・ブラウン　絵：J.P. ミラー
PHP研究所（おひざにおいで）

●ホッキョクグマと南極のペンギン
文：ジーン・ウィリス　絵：ジャーヴィス　BL出版

●ねずみくんといたずらビムくん
作：なかえよしを　絵：上野紀子　ポプラ社（ねずみくんの絵本�34）

一般書

児童書

新刊おすすめ本

●いくさの底
著：古処誠二　KADOKAWA

●ソロ　SOLO
著：笹本稜平　祥伝社
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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
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p05 秋の全国火災予防運動
p06 11月・12月は税の滞納整理強化月間
p08 11月は年金月間
p09 新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
p10 市営墓地　58区画の墓所使用者を募集
p11 運動公園・市民体育館の教室参加者を募集

10 月 1 日
地域がスポーツで交流　富岡地区体育祭



大規模災害に備えて

特集１

県・南駿地域総合防災訓練
裾野会場の訓練に 141団体、２万 7,000 人が参加

裾野市・沼津市・長泉町・清水町の２市２町は、９月３日㈰に初めて
県・南駿地域総合防災訓練を行いました。市内では市民文化センター周
辺や運動公園、広域避難地などでさまざまな訓練を行いました。

危機管理課
995-1817

「地域防災計画の実効性の検証」と、「市民との連携
による地域の防災力の向上」を目的に、多彩な訓練を
行いました。「地域防災計画の実効性の検証」では、
物資集積所（市民文化センター）や災害ボランティア
本部（福祉保健会館）など、市が指定した災害拠点の
運営を確認。また、富士山火山対策として、第１次・
第２次避難対象エリア住民の避難訓練を行いました。
「市民との連携による地域防災力の向上」では、女性
が中心となって、女性目線の避難所の運営および展示

を行い、届きにくい女性の声を聞くことができました。
広域避難地では、各区自主防災会が作成した安否確認
台帳を用いて、区民の安否確認訓練を行いました。顔
の分かり合える関係を築き防災に対する心構えと手順
を学びました。
今回の訓練での成果を次のアクションにつなぐため、
自助・共助・公助の意識を市民の方も行政もより一層
意識していくよう、防災意識のさらなる啓発を図って
いきます。

▲トリアージ訓練に取り組む参加者 ▲災害ボランティア訓練に参加する方々 ▲市赤十字奉仕団による炊き出し訓練

▲自衛隊員の指導でヘリコプターの着
陸を誘導する消防団員ら

▲地元企業と連携した物資の仕分け訓
練

▲女性目線を生かして設置した避難所

▲安否確認台帳を用いて区民の安否を
報告

▲倒壊家屋から負傷者を救出する消防
署員ら

▲第１次・第２次避難対象エリア住民
の富士山火山避難訓練

▲多重事故車両から
負傷者を救出する
広域緊急援助隊員

▲倒木除去に取り組む
　市建設業協会の方々
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ドラマ『神の舌を持つ男』
●ロケ地 ▼中島苑など
巨匠・堤幸彦監督の作品で、
撮影現場の報道公開や囲み取
材なども行われました。

映画『HIGH ＆ LOW』
●ロケ地 ▼市道 4155 号線（須山）
道路封鎖しメインキャ
ストが参加して、エン
ディングの印象的なシー
ンを撮影しました。

映画『22 年目の告白』
●ロケ地 ▼杉山医院、割烹忍松など
建替え前の杉山医院病棟（平松）や閉店した割烹忍
松で看板を付け替えるなどして撮影しました。

映画『覆面系ノイズ』
●ロケ地 ▼東中学校
東中学校での撮影では、約 100 人の市内中高生が
エキストラとして参加。
NHK『ひよっこ』で
人気上昇中の磯村勇斗
さん（沼津出身）も出
演しています。

フィルム・コミッション事業で市の認知度向上
ロケ支援で “裾野 ”を全国に発信！まちのにぎわいづくり！

特集２

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、ロケによるまちづくり推進協議会を
主体として、行政と市民の皆さんとの協働による事業を行っています。

シビックプライド推進室
995-1803

映像を通じて裾野の魅力をＰＲ

映画、テレビドラマ、ＣＭなどあらゆるジャンルの
ロケーション撮影を誘致しています。支援した映像作
品を通して、市の認知度向上やイメージアップ、まち
のにぎわいづくりを図ります。

年度 ロケ件数 ロケハン件数
平成 26 年度 15 件 48 件
平成 27 年度 21 件 62 件
平成 28 年度 27 件 90 件

※ロケハンとは、ロケーションハンティングの略でロ
ケ地探しのこと。

●トークイベント＆体験「映画、ドラマのおしごと」
ゲスト ▼こみずとうたさん（トウタリング）他
12月 16日㈯　10時 30分～　※開場 ▼ 10 時

すそのロケフェスタ 2017
●パネル展
12 月 11 日㈪～ 12月 22日㈮
市役所地下多目的ホール
市内で撮影された映画やドラマの美術、ポスター
や台本、出演者の色紙などを展示します。

市役所地下多目的ホール　　 100 人
現役の制作担当者が「映画、ドラマが作られる過
程」を分かりやすく解説。「映画ゴハン」日本一
のケータリングと称されるこみずとうたさんをは
じめ撮影現場の第一線で活躍するゲスト陣が登場。
とうたさんのケータリングなどを実際に体感、体
験（試食）できます。

▲ “ すそのロケ
　フェスタ2016”
パネル展示

　コーナー

エキストラ＆サポートスタッフと
撮影協力施設を募集！

市内や近隣市町で行われるロケに参加してみません
か。必要に応じて制作会社からの依頼内容を連絡しま
す。シビックプライド推進室に直接申し込むか、市公式
ウェブサイトの専用フォームからお申し込みください。

【昨年度 主な支援作品】
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特集３

文化財保護強調週間　11月１日㈬～７日㈫
市内にもあります！埋蔵文化財

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
文化財保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
心を育くむことを目的に行われます。

生涯学習課
992-3800

市内の文化財

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
●須山浅間神社棟札　　　●岩波風穴
●須山田向十二神社社叢　●十里木氷穴
●黒岳の自然杉群落　　　●楠林

埋蔵文化財　～奈良時代の滝頭遺跡を発掘調査～

市教育委員会は、都市計画道路整備に合わせて、滝頭遺跡の発掘
調査を行いました。この遺跡は奈良時代のもので、住居跡、かまど
などの遺構や、土器の破片などが見つかりました。滝頭遺跡は発掘
調査が終了し埋め戻しを行ったため、現場を見ることはできません
が、今回の発掘によって得られた遺物は大切に保存していきます。
今後は、出土品などの分析を進
め、報告書を作成し、滝頭遺跡の
文化的価値を検証します。

●埋蔵文化財とは…土地に埋蔵さ
れている文化財（主に遺跡とい
われている場所）のことです。

▲発掘現場で住居跡などを見学しました

▲土器などの出土品の披露と解説を行い
ました

▲出土した須恵器の坏

文化財は貴重な財産です

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。

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

市の文化財展
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11 月９日㈭～ 15日㈬は秋の全国火災予防運動です
火の用心　ことばを形に　習慣に　（全国統一防火標語）

特集４

11 月９日㈭から 15 日㈬までの７日間、秋
の全国火災予防運動が行われます。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 予防課
972-5802

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

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、絶対しない。
●ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用す
る。
●ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消
す。

４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置す
る。
●寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防
災品を使用する。
●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。

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？

火災を早期に発見し、尊い命や貴重な財産を守るた
め、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。まだ設置が済んでいない方は早急
に設置をお願いします。

平成 28 年住宅用火災警報器奏功事例
【事例１】
居住者が煮物の入った鍋に火をかけたまま外出。台
所と寝室に設置された住宅用火災警報器が鳴動し、そ
の鳴動音に気付いた近隣の方が 119 番通報しました。
調査の結果、鍋の煮物が焦げたもので、火災に至りま
せんでした。

【事例２】
居住者が住宅２階で就寝中、階段上部の住宅用火災
警報器が鳴動していることに気付き、部屋を出て音を
止めた際に煙の臭気を感じました。室内に異常はなく、
開いていた窓から軒下をのぞくと炎が見えたため、急
いで外に出て水道水（ホース）をかけ初期消火に成功。
火災の拡大を防ぐことができました。

住宅用火災警報器を点検しましょう
住宅用火災警報器が古くなると電池切れや部品の故
障、本体の寿命で火災を正常に感知しなくなります。
10年を目安に交換しましょう。

定期的に作動確認
住宅用火災警報器から下がっているひもを引く、本
体のボタンを押すなどして定期的に点検をしてくださ
い。正常な場合はメッセージや警報音が鳴ります。
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特集５

11 月・12月は税の滞納整理強化月間
税金の納め忘れはありませんか？

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。11月、12月を滞納整理強化月間
として、県下一斉に滞納処分の強化を図ります。市で
も皆さんに広報活動などを通して納期限内の納付を呼
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

税金が納期限内に納付されない場合には、本来の税
額に加え、法律の定める額の延滞金を合わせて未納で
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。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、家電製品、貴
金属などの多岐に渡ります。

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、取り立てや公売をし換価（換金）

します。換価して得た代金は、滞納市税に充当します。

場合は
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特集５

平成 28年度滞納処分状況

差押物件 差押件数
動産・不動産 ３件
給 与・ 年 金 39 件
預 貯 金 64 件
保 険 61 件
そ の 他 19 件

合　計 186 件

納税に困ったら早めに相談を！

災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失
業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難なとき
には、早めにご相談ください。電話での相談も受け付
けています。日中に納税相談ができない方のために、
夜間納税相談を実施しています。
夜間納税相談
毎月第１・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実施日 ▼ 11 月１日・15
日、12月５日～７日・20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
で手続きしてください。

コンビニ納付／納期限内であれば、24時間 365 日納
めることができます。　※ 30万円を超える納付書
は利用できません。

平成 28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 10,901,979 10,816,168 85,811

滞納繰越分 270,374 78,737 167,826

合 計 11,172,353 10,894,905 253,637

※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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特集６

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 16,490 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。

保険料の収納業務は民間委託しています

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許などの申請手続
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・NTT印刷共同
企業体　☎ 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。沼津年金事務所で手続きを
してください。

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、月曜日は 19時まで。第２土
曜日は９時 30分から 16時まで受け付け可

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）
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。
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

●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強い見方
となる制度です。保険料の納め忘れのないようきちんと収めましょう。

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預かり、
領収書を発行することはありません。

注意！

11 月は年金月間
11月 30日（いいみらい）は年金の日です
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新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
新春１/７㈰８時　須山小学校スタート

特集７

とき／１月７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 人で
す。参加を希望するチームは、11 月 10 日㈮
から 12 月 10 日㈰までに市民体育館へお申し
込みください。

11/10 ㈮から申し込み受付開始

参加資格
市内に住んでいる方か通勤・通学している方
種目
●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
申込期間／ 11月 10日㈮～ 12月 10日㈰
http://susono-sports-c.jimdo.com

監督者会議

監督者は必ず出席してください。
とき／平成 30年１月４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 4.9km
第４区 市民体育館～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 2.8km
第 4-1 区 市民体育館～西中学校正門 2.9km
第 4-2 区 西中学校正門～市民文化センター 2.2km

※積雪によるコース変更の場合
　第 1-1 区▶陸上競技場～パノラマロードチェーン�
　　　　　　装着場　1.8km
　第 1-2 区▶パノラマロードチェーン装着場～呼子�
　　　　　　入口　　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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特集８

市営墓地　58区画の墓所使用者を募集
申込受付は12/1 ㈮まで

市営墓地は、深良中学校から１km 上ったところにあり
ます。今回、既に整備が済んでいる 58 区画の墓所使用者
を募集します。申込受付期間は、12 月１日㈮までで、引
き渡しは１月下旬ごろになります。第１～３号墓域の募集
区画は残りわずかとなりました。市内に墓地がない方は、
お申し込みください。

生活環境課　 995-1816

募集区画は 58区画

３平方メートル（標準タイプ）／ 58区画
（１号墓域

▲

４区画、２号墓域

▲

１区画、３号墓域

▲

53 区画）
※４～９号墓域は未完成

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が対象

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、または市外に住んでいて市
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。

申し込みは 12/ １㈮まで

申込方法
生活環境課または富岡支所、須山支所にある墓所使
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。
※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１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、参加してください。
とき／ 12月 11日㈪　14時～
ところ／市役所地下会議室

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
墓所使用許可申請時に納付

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。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使用許可
を受けた日から２年以内に返還する場合は、永代使用
料の２分の 1を返金します。

３平方メートルタイプの使用料・管理料

永代使用料
市に住民登録がある方 430,000 円
市外に住民登録がある方 570,000 円

管理料（年間） 5,140 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/ １㈮まで）

抽選会・使用区画の決定（12/11 ㈪）

墓所使用許可申請、永代使用料・管理料の納付
（12/11 ㈪～１/16 ㈫）

墓所使用許可書の発行・引き渡し
（１月下旬）
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運動公園・市民体育館の教室参加者を募集
体力づくりや健康増進

特集９

運動公園と市民体育館で、指定管理者が教室を開催します。 
定期的に体を動かし、体力づくりや健康増進を図りましょう。

●事前の申し込みが必要な教室

教室名 とき 対象
硬式テニス① ㈬ 13:00 ～ 14:30

18 歳以上の方
硬式テニス② ㈭ 10:00 ～ 11:30

キッズサッカー ㈬ 15:20 ～ 16:20 年中・年長児
ジュニアサッカー ㈬ 16:30 ～ 17:45 小学１～３年生

キッズ体操 ㈬ 15:15 ～ 16:15 未就学児
ジュニア

ベースボール ㈬ 16:30 ～ 18:00 小学３～６年生

参加料が必要です。初回参加時にお支払いください。
運動公園に往復はがきでお申し込みください。
11月 22日㈬

●事前の申し込みが必要な教室
教室名 とき 対象

生き生き健康体操 ㈪ 11:10 ～ 12:10 40 歳以上の方
卓球（初級） ㈪  9:30 ～ 11:00

18 歳以上の方
（高校生を除く）

すこやか体操 ㈫ 13:30 ～ 15:00
ヘルスアップ ㈫ 19:00 ～ 20:30

エンジョイリズム ㈭  9:30 ～ 11:00
硬式テニス ㈬  9:30 ～ 11:00
ママと一緒

エクササイズ ㈪ 13:00 ～ 14:00 未就学児と
その保護者

幼児体育クラス ㈪ 15:20 ～ 16:20 年中・年長児
児童体育クラス ㈪ 16:25 ～ 17:25

小学１～５年生児童体育
チャレンジクラス ㈪ 17:30 ～ 18:30

ジュニア卓球 ㈫ 17:30 ～ 18:45 小学４～６年生

親子健康体操 ㈬ 13:30 ～ 14:30 １歳半～３歳児と
その保護者

硬式キッズテニス ㈬ 15:15 ～ 16:15 ４歳以上の未就学児
硬式ジュニアテニス ㈬ 16:30 ～ 18:00 小学生

キッズダンス ㈭ 16:15 ～ 17:15 ４歳以上の未就学児
ジュニアダンス ㈭ 17:30 ～ 18:30 小学生

新体操 ㈭ 15:30 ～ 16:30 年中・年長の女児

参加料が必要です。初回参加時にお支払いください。
市民体育館に往復はがきでお申し込みください。
11月 25日㈯

●事前の申し込みが不要な教室

教室名 とき

はじめてエアロ
㈫ 13:00 ～ 13:45
㈮ 10:00 ～ 10:45

ピラティス・
ストレッチ ㈫ 14:00 ～ 14:45

ラテンエアロ ㈬ 10:00 ～ 10:45
リフレッシュ・ヨガ ㈮ 11:00 ～ 11:45

ラウンドフィットネス 不定期（事前にご
確認ください）

参加料が必要です。毎回参加時にお支払い
ください。

●事前の申し込みが不要な教室
教室名 とき

シェイプポール ㈪ 19:00 ～ 19:50

ボクシングシェイプ
㈫ 10:00 ～ 10:50
㈬ 19:00 ～ 19:50

初心者の為のトータル
ストレッチ

㈫ 11:00 ～ 11:50
㈬ 20:00 ～ 20:50

ヨガトレ ㈬ 10:00 ～ 10:50
ディスコワールド ㈭ 13:30 ～ 14:20

ピラティス・ストレッチ ㈭ 14:30 ～ 15:20

はじめてエアロ
㈭ 19:00 ～ 19:50
㈮ 14:00 ～ 14:50

リラックスヨガ ㈭ 20:00 ～ 20:50
骨盤美活 ㈮ 10:00 ～ 10:50

ラテンエアロ ㈮ 11:00 ～ 11:50
ソフトヨガ ㈮ 15:00 ～ 15:50

参加料が必要です。毎回参加時にお支払い
ください。

運動公園が募集する教室

市民体育館が募集する教室

運動公園　 997-7277

市民体育館　 993-0303
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インフォメーション

Information

図書館映画会

　当日会場へお越しください。
11月 11日㈯　14時～
鈴木図書館２階視聴覚室
60人（先着順）

上映作品／海よりもまだ深く
駐車場は市役所駐車場をご利用
ください。
鈴木図書館　992-2342

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。
11月 21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
制作、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

11 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

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。午前中に消費税の軽減税
率制度の概要や制度対応に係る支援制度などの説明会を行いますの
で、事業者の方は参加してください。

と　き ところ

11 月 16 日㈭ 御殿場市民会館
小ホール（御殿場市萩原）

11 月 17 日㈮ 裾野市民文化センター
多目的ホール

11 月 21 日㈫・22 日㈬ 沼津市民文化センター
小ホール（沼津市御幸町）

消費税軽減税率制度説明会
10 時～ 11時 30分　※ 22日㈬は実施しません。
開場は開始時間の 30分前です。

年末調整等説明会
13 時 30 分～ 15時　 事前に送付した関係書類

青色申告決算説明会
15 時 10 分～ 16時
青色決算書は確定申告書類に同封して送付します。
課税課　995-1810、沼津税務署　922-1560（代表）

平成29年分の年末調整等説明会と
青色申告決算説明会、消費税軽減税率制度等説明会を開催

人権啓発講演会

　当日会場へお越しください。
11月 25日㈯　14時～ 16時
御殿場市民交流センター「ふじ
ざくら」交流ホール（御殿場市
萩原）

テーマ／いのち、いきがいなど
講師／青木新門さん（作家、代表
作『納棺夫日記』）
御殿場市役所くらしの安全課

　0550-82-8400

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
リーズ富士山裾野御殿場大会が運
動公園陸上競技場で開催され、大会

に合わせてイベントを開催します。
11 月 11 日㈯、12 日㈰　10
時～ 17 時　※一部早く終了す
るコーナーあり
運動公園
スポーツ体験コーナー（タグラ
グビー教室、乗馬など）、働く
自動車の展示、うさぎとのふれ
あいコーナー、ウォークラリー
駐車場には限りがあります。岩
波駅からのシャトルバスをご利
用ください。
生涯学習課　992-3800
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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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

第１回　市優良広告景観賞作品募集

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 29日㈬
美化センター　992-3210

11 月は家庭教育を
考える強調月間

　県では、家庭教育の役割やその
重要性を見つめ直す月として 11
月を家庭教育を考える強調月間に
定めています。それぞれの家庭の
状況に応じて、月に１度は「家庭
の日」を設けて家族と一緒に過ご
し、家族のふれあいを深めましょ
う。

生涯学習課　992-3800

J
ジェイ
-A
ア ラ ー ト
LERT の

全国一斉情報伝達訓練

J-ALERT の全国一斉情報伝達
訓練が行われます。当市でも防災
行政無線で試験放送を実施します。
11月 14日㈫　11時ごろ

J-ALERT（全国瞬時警報システ
ム）／弾道ミサイル情報・津波
情報・緊急地震速報など対処に
時間的余裕のない事態に関する
情報を人工衛星や地上回線を利
用して国から送信し、市町村の
防災行政無線などを自動起動す
るシステムです。国から直接住
民に緊急情報を伝達することが
できます。
危機管理課　995-1817

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 22 日㈬　10 時 20 分～
11時 30分�
福祉保健会館３階研修室
昭和 22 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

富士山などの自然景観やまち並みに調和した屋外広告物を募集し
ます。

平成 30年成人式

　対象の方には、11 月中旬に案
内状を送付します。届かない方は、
ご連絡ください。
平成 30 年１月７日㈰　10 時
30分～　※受付 ▼９時30分～
市民文化センター
平成９年４月２日～平成 10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

表彰

募集部門
優良デザイン部門／市屋外広告物基本計画に定める誘導基準を満た
すなど、良好な景観形成に寄与し、まち並みに合わせ、規模・形
態・配置・内容・色彩などを創意工夫したもの

景観協力部門／市屋外広告物条例施行後に既存不適格となった広告
物、または県屋外広告物条例施行規則の一部改正（平成 25年３
月 29日公布）後に既存不適格となった広告物で、許可基準を満
たし新たに設置されたもの、許可不要となる規模で新たに設置さ
れたもの、または景観に配慮し除却したもの

対象／広告主、製作者、推薦者
応募方法／応募用紙に必要事項を記入し写真を添付し、まちづくり
課に直接または、メールで提出してください。応募用紙は市公式
ウェブサイトからダウンロードできます。

応募期間／ 12 月 15 日㈮まで

優良デザイン部門／最優秀賞、優秀賞、奨励賞、感謝状を授与
景観協力部門／景観感謝状を授与

まちづくり課　995-1829
toshikei@city.susono.shizuoka.jp
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インフォメーション

Information

母子父子寡婦福祉金
貸付制度

　ひとり親家庭や両親の居ない子
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
付を行います。
20歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母、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込書に必
要事項を記入し、お申し込みく
ださい。

　歴史探訪講座を開催します。� 東西公民館　992-6677

　葛山氏が治めた葛山・千福
地区に見られる史跡や石造物
から庶民文化や信仰をたどり
ます。
11月 18日㈯

　９時 30分～ 12時ごろ
集合／景ヶ島駐車場
30人（先着順）

講師／井上輝夫さん（県文化
財保護指導員）

距離／約３km
11月４日㈯～ 12日㈰

11月２日㈭～ 12月 22日㈮
申請書類提出後、面接を行いま
す。
子育て支援課　995-1841

普通救命講習会

11 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）
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
分遣所に直接お申し込みくださ
い。
11月 25日㈯

富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

男性介護者交流会

　介護仲間との情報交換や介護に
ついての相談などを行います。
11 月 25 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
次のいずれかへお申し込みくだ
さい。
●介護家族の会（杉山）
090-1984-9977 993-5834
●地域包括センター 995-
1288 ●北部地域包括センター
930-5800 ●担当のケアマ

ネージャーへ直接申し込む
11月 23日㈭
見守りが必要な家族のために、
別室でミニデイを開設します。
利用する方は、早めにお申し込
みください。
社会福祉協議会　992-5750

　若山牧水の歌碑４カ所を巡
り、裾野と牧水の関係を学び
ます。
11月 23日㈭

　９時～ 12時ごろ
集合／東西公民館
20人（先着順）

講師／金窪明美さん（裾野牧
水を語る会）

距離／約８km
11月４日㈯～ 18日㈯

　茶畑中丸・三ツ石古墳群を
中心とした古墳時代の集落や、
路傍の石造物、史跡から庶民
文化や信仰をたどります。
11月 25日㈯

　９時 30分～ 12時ごろ
集合／東西公民館
30人（先着順）

講師／井上輝夫さん（県文化
財保護指導員）

距離／約２km
11月４日㈯～ 18日㈯

歴史探訪講座

vol.1　千福歴史探訪
ウォーキング

vol.2　牧水文学
ウォーキング

vol.3　東地区歴史探訪
ウォーキング

各回定められた距離をウォーキングできる方
各大人 200 円、高校生以下 100 円、
　別途保険代 50円

ウォーキングができる服、水分補給ができるもの、汗拭き
タオル、参加費など
雨天の場合は東西公民館で座学を行います。小雨決行です。
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お知らせ

平成 30年度採用職員

平成 30 年度採用の市職員試験
を 12月３日㈰に行います。
職種／保健師
11月 17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

親子手づくり教室

　親子手づくり教室「世界で 1
冊だけの絵本づくり」の参加者を
募集します。
12月２日㈯　14時～
鈴木図書館２階展示室
市内に住んでいる小学生とその
保護者
20人（先着順）
申込時に配布する材料で、事前
に本の内容を製作してください。
当日は、本のかたちにする仕上
げ作業を行います。

11月 11日㈯９時～ 25日㈯
駐車場は市役所駐車場をご利用
ください。

鈴木図書館
　992-2342

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験案内

推薦

▲

平成 30 年１月６日㈯～
８日㈪の指定する１日
　一般

▲

平成 30年１月 20日㈯
中学校を卒業（見込みを含む）
した 17歳未満の男子
推薦

▲
12 月１日㈮

　一般

▲

平成 30年１月９日㈫
●推薦には、中学校長などの推
薦などが必要です。●２次試験
日は、１次試験合格発表時に指
定します。

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

働きたい女性のための
就職準備セミナー

①女性のためのマネー講座 11
月 21 日㈫②女性のための就活
実践セミナー 12月５日㈫
プラサヴェルデ 404 会議室（沼
津市大手町）
将来的に働きたい、就職準備段
階、就職活動中の女性の方
各 20人（先着順）
しずおかジョブステーションに
電話で申し込むか、予約専用サ
イトからお申し込みください。
①11月17日㈮ ②12月１日㈮
各回託児があります（先着順）。
１週間前までにお申し込みくだ
さい。�
しずおかジョブステーション東
部　951-8229
http://jobsta.resv.jp/

申込書を説明会で配布します。入室を希望する児
童の保護者は必ず説明会に出席をしてください。説
明会は、下表の日程で実施します。申し込みは不要
です。直接、会場へお越しください。
平成 30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

平成30年度放課後児童室入室児童
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。

申込締め切り／ 12月 20日㈬
各放課後児童室・子育て支援課　995-1841

放課後児童室名 対象学年 電話番号 と　き
富岡第二小学校放課後児童室 新６年生まで 090-1412-0534 12 月１日㈮　18:00 ～ 19:00

深良小学校放課後児童室 新３年生まで 992-7336 12 月１日㈮　18:00 ～ 19:30
向田小学校放課後児童室 新６年生まで 993-7400 12 月１日㈮　18:30 ～ 19:30
西小学校放課後児童室

新３年生まで
992-5580

12 月１日㈮　19:00 ～ 20:00
東小学校放課後児童室 992-4282
南小学校放課後児童室 993-6556

12 月５日㈫　18:00 ～ 19:00
須山小学校放課後児童室

新６年生まで
998-0066

千福が丘小学校放課後児童室 992-4300
12 月８日㈮　19:00 ～ 20:00

富岡第一小学校放課後児童室 新３年生まで 997-1116
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インフォメーション

Information

Q 「契約会社から契約不履行によって訴状が提
出された」と書かれたはがきが送られてきた。

明後日までに連絡しないと給料や不動産を差し押さ
えると書いてある。心当たりはないがどう対応すれ
ば良いか。

Ａ 実際に利用のない携帯電話やインターネット
の情報利用料などを不特定多数にはがきや

メールで請求し、お金をだまし取ろうとする事例が
増えています。①利用した覚えがなければ払わない。
②相手に連絡しない（個人情報は絶対に教えない）。
③請求ハガキなどの証拠は保管する。④悪質な取り
立ての場合は、警察に届ける。といった対策をして
ください。存在しない公的機関の名称を用いた請求
もあります。不審なときは、消費生活センターに相
談してください。

消費生活センターは何をやっているの？
「ネットで注文した商品が届かない」、「クーリン
グ・オフできるの」などの契約トラブル、悪質商法、
架空請求など消費生活に関する相談を受けています。
多重債務の相談や出前講座も行っています。
一人で悩まずに「おかしいな」、「困ったな」と思っ
たときは、すぐに相談してください。専門家による
多重債務相談を第２水曜日 14時から行っています
ので、ご利用ください。

【概要】
ところ／市役所１階
相談できる時間／月～金曜日９時～ 12 時、13 時
～ 16時（祝日、年末年始は除く）

相談方法／電話、来所のどちらでも相談を受けてい
ます。 消費生活センター

995-1854

消費者相談室 Counseling Room

ひとり親家庭のための
個別相談会など

　ひとり親家庭のための個別相談
会、養育費・就業支援セミナーの
参加者を募集します。
11 月 23 日㈭　①個別相談会
9 時 30 分～ 16 時②養育費セ
ミナー 10 時～ 12 時③就業セ
ミナー 13 時 30 分～ 15 時 30
分

沼津労政会館第 2・3会議室（沼
津市高島本町）
母子・父子家庭の方、離婚を考
えている方
① 10人②③ 20人（各先着順）
①法律・生活・就業の相談②離
れて暮らしている子どもへの
メッセージ～養育費と面会交流
～③色の力で笑顔になろう！～
きれいになる色・元気になる色
を見つけよう～
各回託児があります（予約制）。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191

こころの健康づくり講演会

11 月 29 日㈬�
13 時 30 分～ 15時
生涯学習センター学習ホール
160 人

演題／こころの健康と免疫学
講師／藤田紘一郎さん（東京医科
歯科大学名誉教授）
事前に健康推進課へお申し込み
ください。定員に達しない場合、
当日まで受け付けます。
すその健康マイレージの対象
健康推進課　992-5711

消費生活センター便り 消費生活研究会
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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

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

８日㈬
９:00〜９:15

平成29年５月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

14日㈫
13:00〜13:30

平成28年４月
生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈫
９:00〜９:15

平成27年10・11月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

９日㈭
13:00〜13:15

平成27年５月
生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭
13:00〜13:30

平成26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※
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

24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

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

６日㈪・30日㈭
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日（曜日） 時　間
 ７日㈫ 17:00 〜 19:30

14日㈫※  9:00 〜 11:30
21日㈫　 13:00 〜 15:30
30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 整形 内科 内科
5 6 7 8 9 10 11

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

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

内科 外科 内科 整形 内科 内科 整形
26 27 28 29 30

外科 整形 内科 内科 内科
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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 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

18 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

山谷内科医院 966-5333 青野 よざ小児科医院 967-5722 原

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

20 ㈪ 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

21 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 頴川医院 921-5148 高島本町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

22 ㈬ 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 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈭

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

杉山医院 992-0028 平松 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

24 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

26 ㈰

白石医院 951-4593 市道町 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

新井内科
クリニック 992-0811 久根 五十嵐クリニック 934-6700 志下
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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 内 科 外 科 小児科

27 ㈪ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

28 ㈫ おおい神経内科 922-8886 北高島町 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

29 ㈬ 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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈭ 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

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 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町　

牧野歯科医院
988-1184 下長窪　

23 ㈭ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

岩端医院
962-1368 大手町　

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野　　

26 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

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
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新規就農をした勝又純也さんのイチゴハウスで、
９月 20 日㈬から 26 日㈫まで、１万７千本のイチ
ゴの苗の植え付け作業が行われました。勝又さんは、
平成 27年に脱サラし、昨年「がんばる新農業人支
援事業」の支援を受け、約１年間イチゴ農家で研修
をし、今年３月に新規就農しました。

以前は、農業とはまったく関係のない仕事をして
いたという勝又さん。３年前、農家として長年米の
生産をしていた義父が体調を崩したことをきっかけ
で農業について考え始めました。「裾野市はイチゴ
が特産品ですが、生産者は少ないのが現状です。イ
チゴの生産地として盛り上げていきたい、そして何
より農業には将来性があると感じ、農業をやろうと
思いました」と話す勝又さん。
栽培面積は、約 3,000 平方メートルで、生産目
標は 16トン。勝又さんが栽培する「きらぴ香」は、
病気になりやすく栽培が難しい品種。「病気を出さ
ないようにし、出荷できないものを作らないように
したいです」と勝又さん。一筋縄ではいかない栽培
の難しさを話してくれました。
勝又さんのこれからの目標は、６次産業化。「古
民家カフェで、イチゴの販売やイチゴを使ったス
イーツを提供していきたいです」と今後の計画を語
ります。既に深良の古民家カフェで販売を計画して
いるという勝又さん。初収穫は、11 月下旬～ 12
月上旬の見込み。早ければ、その時期に勝又さんの
イチゴのスイーツを楽しめるかもしれませんね。

脱サラし、イチゴの専業農家に

勝又 純也さん（深良新田・45 歳）

６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪

須山村の山林

須山村は、江戸時代の長期間にわたり小田原藩大
久保家の領地となっていました。
左下の文書は 1726 年、山之尻村・上小林村・芝
怒田村から須山村へ出された、印野村の山をめぐる
争いの際の覚書です。「其元村之山之儀ハ小田原御
地頭様御林ニ御座候」とあるように、須山村の山林
は小田原藩大久保家のものでした。そのため木材の
伐採と利用については藩の許可が必要でした。右下
は 1738 年、小田原藩の役人から須山村に出された
通達で、「杉・桧

ひのき
・樅
もみ
・栂
つが
・松・朴

ほお
・柏
かしわ
・栩
くぬぎ
・桂は伐採

してはいけない。特に杉・桧は近年減少しているの
で、よい場所で育てること」と指示しています。
藩にとって財政的にも大切な山林であり、その管理
と保全に努めていました。

平成 29年度公共ホール音楽活性化支援事業
おやこで楽しむ！ フルートコンサート

フルートとピアノの生演奏を楽しみながら親子で
一緒に歌ったり、リズムをとったり♪�楽しさいっ
ぱいのコンサート☆
　チケットは好評発売中です。
と　き／平成 30年１月 27日㈯　14時～
　※開場▶ 13時 30分
料　金／全席自由（税込）
　おとな▶ 1,000 円
　こども（３歳以上高校生以下）▶ 500 円
　親子券（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。

https://www.
　susono-bunka.jp/ （須山区有文書）

覚 覺

森岡有裕子
（フルート）

永田美穂
（ピアノ）
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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

10 月 14 日　ハロウィンおはなしシアター
宝くじの助成金を使って実施しました。
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今号は「議会だより」がとじ込みされています。



特集１

市民意識調査結果
シビックプライド (郷土愛 )を感じている割合は 64.4％
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、
毎年実施しています。政策立案の基礎資料として活用します。

調査地域 ▼市全域　
対象 ▼無作為抽出した 20 歳以上の市民の方 1,000 人
期間 ▼７月 21 日㈮～８月４日㈮
調査方法 ▼郵送配布、郵送・Web 回答
回収状況 ▼ 540 票（回答率 54.0%）

■調査結果など市民意識調査に関する詳しい情報は、
市公式ウェブサイトをご覧ください。

市に愛着や誇りを感じていますか
（シビックプライドに関する質問）
　「とても感じている」と「少し感じている」を合計
した“感じている”の割合は 64.4％であり、市民の
方の市への郷土愛の高さがうかがえます。

企画政策課
995-1804

これからも市に住み続けたいと思いますか

市の政策全体についてどの程度満足していますか

調査概要

調査結果（抜粋）

0（％）

とても感じている 18.7
感じている
64.4％

45.7

28.0

4.1

3.5

少し感じている

あまり感じていない

まったく感じていない

無回答

20 40 60

0（％）

平成29年度

平成28年度

平成27年度

ずっと住み続けたい

どちらかといえば住み続けたい わからない

いずれは他の地域に転出したい

他の地域に転出したい

無回答

20

36.3 37.8

36.8 41.8

37.7 40.4

2.2 0.2
10.9

8.4

14.5

12.6

40 60 80 100

3.6

7.4

2.0

3.8

3.6

平成 29年度

満足している

まあ満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

無回答 平成28年度

0（%） 10 20 30 40 50
3.1
2.8

13.3

42.4
26.4

19.4
11.6

8.5
7.6

11.1
8.4

16.7
2.0

27.2

「ずっと住み続けたい」と「どちらかといえば住み
続けたい」割合の合計が 74.1％、例年の調査でも 7
～ 8 割の市民の方が「住み続けたい」と回答し、高
水準を維持しています。

市が行っている取り組みや生活環境の満足度

順位 項目
1 空気や河川の水のきれいさ
2 悪臭のなさ、散乱ごみの少なさ

3 身近に住んでいる外国人とのトラブルの少
なさ

4
誰もが平等に情報を受け取ることができる
（広報紙・無線、ホームページ、メールなど）
環境

5
市の行う（広報紙・無線、報道など）の「わ
かりやすさ」や「情報の量」
安心・安全で快適な住環境

「満足している」と「まあ満足している」を合計し
た “ 満足 ” の割合は 16.4％、「やや不満である」と「不
満である」を合計した “ 不満 ” の割合は 27.9％。平
成 28 年度と比較して、“ 満足 ” は 13.6 ポイント低く、
“ 不満 ” は 8.7 ポイント高くなりました。
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市長表彰　６個人３団体を表彰
市政の発展に貢献

特集２

市長表彰式が 10月 17 日㈫に市民文
化センターで行われました。地方自治の
進展や市民福祉の向上などに寄与し、市
政発展のために尽力した６個人３団体の
方を表彰しました。受賞した皆さんを紹
介します。

秘書課
995-1800

市政有功賞

有功善行賞

市政功労賞

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。

個人善行
� 室田� 淳

きよし
さん（埼玉県）

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
� トヨタ自動車東日本労働組合

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
� 一般財団法人須山振興会

　多年、国民健康保険運営協議会委員
として国民健康保険の健全運営に尽力
し、地方自治の進展に寄与しました。

地方自治功労
� 掛川�富男さん（石脇）

　多年、市内各学校の学校歯科医、
8020 推進員への活動支援など、市の
保健行政に尽力しました。

保健衛生功労
� 小川�信義さん（上町）

　多年、国民健康保険運営協議会委員
として国民健康保険の健全運営に尽力
し、地方自治の進展に寄与しました。

地方自治功労
� 本田�文

ふみ
子
こ
さん（御宿新田）

　多年、市内各所で清掃活動に尽力し、市の環境
美化に寄与しました。

ボランティア功労
� 三建会親睦団体

　多年、選挙管理委員として選挙の執
行管理に尽力し、地方自治の進展に寄
与しました。

地方自治功労
� 谷井�紀

とし
子
こ
さん（水窪）

　多年、選挙管理委員長、選挙管理委
員として選挙の執行管理に尽力し、地
方自治の進展に寄与しました。

地方自治功労
� 櫻井�寛さん（公文名４）
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特集３

障がい者週間　12/ ３㈰～９㈯
障がい者自立支援協議会 “びーしっぷ ”が啓発イベントを企画
12 月３日㈰から９日㈯までは、障がい者週間です。障がい者の福祉
に対する関心と理解を深め、障がいのある人が日常生活のあらゆる分野
で積極的に社会参加ができるよう促進する期間です。この週間に合わせ
て啓発イベントなども実施します。

障がい福祉課
995-1820

障がい者自立支援協議会を設置
～愛称は “ びーしっぷ ” ～

スローガンは
「来て! みて! 共感!! ハートつながる障がい者週間」

３つの課題をプロジェクトチームで協議

障がい者自立支援協議会は「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」に基づき、
4 月に設置しました。

障がい者関係団体や障がい福祉サービス提供事業者、
教育関係者、就労関係者、民生委員などの皆さんが主
体となり、地域での障がい福祉に関する連携や支援の
体制など地域の課題を抽出して協議・検討を行ってい
ます。具体的な課題に対しては、プロジェクトチーム
を設置し、期間を決めた中で結論を出すように行って
います。
協議事項
●相談支援事業所との連携や評価
●困難事例からみえる地域課題の抽出
●地域におけるネットワークの構築
●障がい者計画や障がい福祉計画の進捗や評価
●圏域自立支援協議会への提言
●差別や虐待の防止
●上記内容を検討するためのプロジェクトチームの設

置

①フェイスシート（基本情報シート）の導入
　放課後等デイサービスの利用で、家族、市、相談
支援事業所、実施事業所が同じ視点で支援できるよ
うにするため、フェイスシートの導入を市内のサー
ビス提供事業所と協議しました。家族が支援先で重
複した内容の聞き取りがないようにすることや、伝
えたい内容がダイレクトにつながるように活用しま
す。
②障がい者週間の啓発イベント・キャンペーン

　障がい者週間にちなんだイベントを開催するため
協議し計画しました。
③社会資源マップの作成

　市内にある障がい児者の支援施設を多くの皆さん
に知ってもらうため社会資源マップの作成を行い、
PR していきます。

障がい者自立支援協議会の主催で、障がい者週間イ
ベントと啓発キャンペーンを実施します。障がい者の
福祉に対して関心と理解を深めるため、市内にある障
がい児者支援施設や障がい者団体、障がい者を積極的
に雇用している企業の協力で活動します。
障がい者週間イベント

12 月２日㈯　9 時 20 分～ 15 時 30 分
市民文化センター
●障がい児者支援施設などのパネル、作品の展示
●第 27 回保育生活展とのコラボによる子どもを対

象としたスタンプラリー
●授産製品の販売
障がい者週間キャンペーン

12 月５日㈫
①７時 30 分～８時　 ② 11 時 30 分～ 12 時
①裾野駅　②裾野市役所玄関前
啓発キャンペーン

障がい者自立支援協議会の体制（イメージ図）

障がい福祉課

全体会（決定機関） 各プロジェクト

実務者会議

各プロジェクト

運営会議

事務局
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特集３

NPO 法人裾野市手をつなぐ育成会 みどり作業所
～県授産製品コンクールで県知事賞などを受賞～

NPO 法人オールしずおかベストコミュニティ主催
の第 20 回県授産製品コンクールが、10 月 5 日㈭に
障害者働く幸せ創出センター（静岡市葵区呉服町）で
開催されました。授産製品コンクールは、障がいのあ
る人が福祉事業所などで手作りした商品の品質向上と、
一般の方々への周知を目的に行われています。

今回、みどり作業所が出品した商品 2 点が表彰さ
れました。審査では、見た目だけでなく、品質や静岡
らしさ、出品者の熱意、市場性・ニーズやお土産とし
ての適性などが審査対象となります。

●県知事賞
　Book 型お薬手帳・通帳手入れ

●県社会福祉協議会会長賞
　富士山マドレーヌ

富士山型のマドレーヌに「戸田の塩」「掛川の
抹茶」「県内産温州みかんジャム」を使用し、静
岡の味を再現しました。前回の出品での反省点を
踏まえて、パサつきや、焼く際の工夫で表面のふ
くらみを抑え、製品の均一化を図りました。また、
パッケージで富士山の四季をイメージしたちぎり
絵を作成し、富士山のイメージにとことんこだ
わっています。食品を取り扱うため、卵を割る際
にも、1 回お椀に入れたものを指導員が確認し殻
などの異物が入っていないことを確認しながら作
業を進めます。原材料の計量や袋詰め、シール貼
りなど通所者さんが多くの作業に携わりながら、
指導員と一緒に作業を行っています。

国産バターをふんだん
に使用したマドレーヌは
とても美味しく、安心・
安全に出来上がりました。

お薬手帳や診察券、通帳、カード類をすっきり
収納できる Book 型の手帳入れです。2020 年東
京オリンピック・パラリンピックを意識して市松
模様をベースに、静岡を象徴する富士山と松、桜、
鯛
たい

などのおめでたい図柄をあしらっています。製
作は作業を細分化することで、多くの通所者さん
が携わることができました。製作工程で大変だっ
たことは、型どりの際、柄が中心になるように注
意することや、男性でも積極的に参加できるよう、
工程を細分化することです。

何工程も経て完成した手帳入れは、使い勝手の
良いものになりました。
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フォトグラフ

Photograph 9・10月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／トヨタ自動車東日本㈱ G 駐車場（10 月８日）

若い力で裾野の未来を 10月３日

まちづくりを進めるためには、若者の柔軟な発想も必要です。未
来を担う高校生と手を結び、さまざまな分野で協力関係を築くため、
市と裾野高校との間で連携協定を締結しました。高校生目線で市の
魅力を発信してもらえることに期待します。

母親クラブによる交通安全啓発活動が、秋の全国交通安全運動に
あわせマックスバリュ裾野店で行われました。来店する方々に、会
員が作成した交通安全啓発マスコットなどを手渡し、交通安全を呼
びかけました。

交通安全を小さな手から ９月29日

秋晴れの中、沖縄フェスタ in SUSONO がトヨタ自動車東日本
㈱ G 駐車場を会場に行われました。今回で 10 回目を向かえたこ
のイベントには、市内外から 3,000 人が来場しました。琉球舞踊
やエイサーを見ながら沖縄そばなどで舌鼓。家族連れなどがピク
ニック気分で一日を過ごしました。

裾野にいながらにして沖縄を満喫
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Photograph 2017.9・10

富士山をバックにグランドゴルフ 10月18日

市郷友会グランドゴルフ大会が深良グラウンドで行われました。
約 140 人の会員が参加したこの大会は通算 26 回目の大会で、2
ラウンドの合計打数で順位を競いました。この日は秋雨の晴れ間で、
きれいに姿を見せた富士山をバックにプレーを楽しみました。

さらなる発展と関係強化のために 10月４日

災害支援協定を締結している相馬市と、お互いの特産品を相互に
取り扱い、共同で情報発信を進めるため、特産品相互取扱協定を締
結しました。今後はお互いの地場特産品を広く、多くの方々に知っ
てもらう取り組みを進めていきます。

移住促進としては県内初の協定 10月18日

市が進める移住促進事業の一環として、沼津信用金庫と移住促進
に関する包括協定を締結しました。移住促進に関する包括協定とし
ては県内初。共同で移住に関しての情報の交換や発信をし、新規事
業の協議・開発を進めていきます。

103作品の中から輝く作品を表彰 10月11日

児童生徒アイデア展【発明くふう部門】の表彰式が生涯学習セン
ターで行われました。「皆さんの工夫、頑張った跡が見られ、選ぶ
のに大変苦労しました」と市長。小学生の部は 80 作品の中から 9
作品が、中学生の部は 23 作品の中から 6 作品が選ばれました。

市内の学校の吹奏楽部が集結 10月７日

裾野吹奏楽フェスティバルが開催されました。市内の小学校の吹
奏楽クラブや中学校・高校の吹奏学部が参加し、アニメで使われた
曲のメドレーなど親しみやすい曲を披露。丁寧なソロ演奏や迫力あ
る息の合った演奏で来場者を楽しませました。

消火技術の日頃の練習の成果を発揮 10月17日

消火技術競技大会が裾野消防署で行われました。小雨が降る中で
の競技開始となりましたが、間もなく雨はやみ、晴れ間ものぞく中で
の競技となりました。競技には市内の事業所など 29 チームが、消火
器の部・屋内消火栓の部に参加し日頃の練習の成果を発揮しました。
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特集４

しずおか市町対抗駅伝
12/2㈯　10時スタート！
第 18 回市町対抗駅伝競走大会が、12 月２
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 12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

どの世代にも、力のある選手がそろっています。練
習熱心で、自己記録を更新中です。中でも、小学生男
子、高校生男子の選手は、県ランキ
ング１位の選手です。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。市民の皆さん、応援よろ
しくお願いします。

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】
 中学生・高校生（女子）
第５区　　6.336㎞【流通センター前通り】
 高校生（男子）
第６区　　4.430㎞【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　　1.619㎞【さつき通り】
 小学生（男女不問）
第 10 区　3.051㎞【さつき通り】
 一般（女子）
第 11 区　4.31㎞【南幹線】
 中学生 ･ 高校生（男子）
第 12 区　5.025㎞【南幹線】 
 一般（男子）

選手の紹介、選手の発表などを行います。選手の応
援にお越しください。
と　き／ 11 月 26 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

START
県庁

GOAL
県営草薙
陸上競技場

中学生女子

番場 愛
あ い か

華
（富中１年）

上野 萌
（東中２年）

小学生男子

横山 漣
（富一小６年）

石井 丈
た け と

翔
（富二小６年）

杉井 尚
なお

（西小６年）

小学生�女子

勝呂 遥香
（東小５年）

葊瀬 梛
（東小６年）

高校生男子

米原 丈
た け る

留
（三島北高２年）

小澤 大輝
（韮山高２年）

服部 廉
れ ん き

己
（加藤学園高３年）

中学生男子

髙沼 一
か ず さ

颯
（富中３年）

大脇 皐
こう

聖
せい

（西中３年）

布施 里歩子
（三島北高２）

高校生女子

高校生女子

根上 真菜
（日大三島高１年）

山田 梨
り ん か

花
（加藤学園高２年）

一般�男子

大里 凌
りょ

央
う

（城西大１年）
土屋 順平

（東海大４年）

一般�女子

今関 梨
り

花
か

（順大２年）
永田 幸

ゆ き え
栄

（ラフィネ）

40 才以上

山
やま

中
なか

嶋
じま

 秀和
（トヨタ）

堀江 康弘
（トヨタ東日本）

選手紹介（敬称略）～ゼッケンナンバー 8 ！～

選手壮行会のご案内

３年連続入賞に向けて、
チームワークは最高です。
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インフォメーション

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　

Information

市民会議研修会
～「思いやり」を科学する～

青少年育成市民会議では、青少
年育成者のための研修会として、
思いやりについての講演会を開催
します。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

12 月 16 日㈯
14 時～ 15 時 30 分
生涯学習センター２階学習室１
90 人
「思いやりと行動」について、
科学のメスを入れて解説します。
講師／淺間正通さん（東洋大学ラ

イフデザイン学部教授）
生涯学習課　992-3800

市長選挙の立候補
予定者説明会

　申し込みは不要です。当日直接
会場にお越しください。

12 月７日㈭　13 時 30 分～
市役所４階 401 会議室
市長選挙の立候補予定者とその
関係者
立候補予定者１人につき３人以
内
立候補の届け出、選挙運動、選
挙公営などの説明
事前審査を平成 30 年１月５日
㈮ 13 時 30 分から同会場で行
います。
選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

介護就職デイ

介護事業所ごとに施設の内容の
説明や仕事相談を行います。

11月22日㈬　13時～15時30分
プラサヴェルデ１階（沼津市大
手町）
介護関係の職種に就職を希望す
る方
セミナー、事業所による個別の
就職相談など
沼津公共職業安定所
　918-3713

学校開放調整会議

平成 30 年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。
地区 とき ところ

深良 12月１日㈮ 生涯学習
センター

須山 12月５日㈫ 須山
コミセン

東 12月６日㈬
生涯学習
センター西 12月 13日㈬

富岡 12月 14日㈭

時間はいずれも 19 時～
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。

12 月５日・19 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）
相談日の前日
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

三菱区
民生委員・児童委員の交代

民生委員・児童委員は、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。三菱区の委員の交代がありま
した。
新委員名／谷津潔さん
任期／平成 31 年 11 月 30 日

その他の委員は、広報すその平
成 29 年１月 15 日号をご覧く
ださい。
社会福祉課　995-1819

三島駅北口ロータリー西側の道路をご利用ください

三島市土木課　983-2637

三島駅北口のバスロータリー西側に、南へ向かう一方通行の道路
が開通しました。渋滞緩和のため、この道路をご利用ください。
車線幅／３メートル　※大型車は通行できません。
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富士スピードウェイ
無料入場デー

市内または御殿場市、小山町に
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。

12 月２日㈯・３日㈰
対象レース／ 2017-18 Asian Le 

Mans Series Rd.3、インター
プロトシリーズ第７戦・第８戦
富士スピードウェイ
0550-78-2312

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。

11 月 27 日㈪　13 時～ 16 時
（１回 45 分）
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

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１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
の方など
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会
　992-5750

裾野高校吹奏楽部
定期演奏会

さまざまなジャンルの曲を演奏
します。どなたでも来場できます。

12 月 24 日㈰　13 時 30 分～
　※開場▶︎ 13 時

市民文化センター大ホール
県立裾野高校　992-1125

すみれ相談

大切な人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６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

道路老朽化対策パネル展

道路インフラについて、現状や
長く安全に使うための取り組みを
紹介するため、パネル展を開催し
ています。子ども向けに分かりや
すく老朽化対策の取り組み紹介し
た「橋をまもる」パネルも展示し
ています。

11 月 30 日㈭まで
　8 時 15 分～ 18 時

市役所地下多目的ホール
道路保全対策室　995-1826
国土交通省沼津河川国道事務所
道路管理課　934-2017

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。

12 月 21 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
12 月７日㈭
国保年金課　995-1813

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。

12 月 13 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

冬の野鳥観察会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

12 月 10 日㈰
９時 30 分～ 14 時
富士山資料館周辺
十里木別荘地にすむ
野鳥を観察します。
講師／滝道雄さん
（日本野鳥の会東富士副代表）

300 円
必須▶︎防寒着、昼食、飲み物

　任意▶︎双眼鏡、カメラなど
●参加者は第２駐車場をご利用
ください。●雨天の場合は、９
時 30 分から 11 時まで富士山
資料館内で学習会を行います。
富士山資料館　998-1325
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ポリ塩化ビフェニルを含有
する照明器具の確認と処理

自宅や事業所などの照明器具に、
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を
含有する安定器が取り付けられて
いないか確認してください。古い

安定器から PCB を含む油が漏洩
し、健康被害が出る恐れがありま
す。PCB 含有の蛍光灯安定器な
どを使用している場合は、電気工
事業者に相談し、早めに取り替え
の依頼をするなどして処理してく
ださい。

昭和 32 年１月～昭和 47 年８
月に製造された蛍光灯器具（オ
フィス、教室用など）、水銀灯
器具（高天井用、道路用）、低
圧ナトリウム灯器具（トンネル
用）　※特に昭和 52 年３月以
前の事業用建物（屋内外）を所
有している事業者の方は、確認
をお願いします。
処理期限／平成 33 年３月末

※期限までに処分しないと、罰
則が適用される恐れがあります。
● PCB が含有されている照明
用安定器（家庭用を除く）を保
管または、使用している場合は
届け出が必要です。● PCB 廃
棄物は適正に保管・処理する必
要があります。
県廃棄物リサイクル課
　054-221-2424

狩猟免許試験予備講習会

県が実施する狩猟免許試験に先
立ち、予備講習会を実施します。

平成 30 年１月６日㈯
９時 50 分～ 16 時
静岡労政会館（静岡市葵区黒金
町）
第一種・第二種▶︎ 100 人、わ
な▶︎ 200 人
法令講義、鳥獣の知識と判別、
わなの知識と実技、模擬銃によ
る点検・分解、操作
9,000 円（テキスト、弁当代
などを含む）　※猟友会員は
7,000 円
11 月 30 日㈭
県猟友会事務局

　054-253-6427

都市計画の変更に関する案の縦覧
　「裾野都市計画の変更」の都市計画案について、縦覧を行います。
内容は、裾野駅西土地区画整理事業地内の平松新道線西側区域の道
路の変更などに関するものです。併せて、案に対する意見を募集し
ます。

意見の募集
意見書に必要事項を記入し、市決定案件はまちづくり課へ、県決
定案件は県都市計画課へ、直接または郵送で提出してください。

　※意見書の様式は、各ウェブサイトからダウンロードできます。
12 月 15 日㈮　17 時 15 分（必着）
まちづくり課　995-1829　〒 410-1192　佐野 1059
県都市計画課　054-221-3062　〒 420-8601（住所不要）
市公式ウェブサイト ▼ http://www.cuty.susono.shizuoka.
jp/soshiki/6/1/7/7603.html
県公式ホームページ ▼https://www.pref.shizuoka.jp/
kensetsu/ke-510a/02-0juran.html

縦覧
12 月１日㈮～ 15 日㈮　８時 30 分～ 17 時 15 分
※㈯・㈰を除く
まちづくり課、県都市計画課（県決定案件のみ）
※各ウェブサイトでも閲覧できます。
県決定 ▼都市計画道路の変更（裾野停車場線）

　市決定 ▼都市計画道路の変更（駅西プロムナード線）
　　　　　都市計画道路の変更（小柄沢線）
　　　　　都市計画公園の変更（駅西公園）
　　　　　都市計画緑地の変更（小柄沢緑地）
　　　　　都市計画用途地域の変更
　　　　　都市計画準防火地域の変更
　　　　　都市計画地区計画の変更（裾野駅西地区計画）
　　　　　都市計画土地区画整理事業の変更（裾野駅西土地区画

整理事業）
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患者・家族集中勉強会
「乳がん偏」

12 月 14 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）
乳がんの患者とその家族
150 人
乳がんとは？（総論）、乳がん
ゲノム医療、乳がんの検査・診
断、乳がんの手術療法、乳がん
の放射線治療、乳房再建、リン

パ浮腫、乳がんの薬物療法、乳
がんの治療と日常生活
県立静岡がんセンター病院内の
窓口（あすなろ図書館、よろず
相談、専門外来）で直接申し込
むか、ファクスまたははがき、
がんセンター公式 Web サイト
からメールでお申し込みくださ
い。
12 月８日㈮ 17 時（必着）
申し込みとあわせて質問を受け
付けます。
県立静岡がんセンターマネジメ
ントセンター　989-5222
989-5557
〒411-8777

長泉町下長窪1007
県立静岡がんセンター内
疾病管理センター集中勉強会係
http://www.scchr.jp/

国連外国語講座

平成 30 年１月～３月　週１回
沼津労政会館（沼津市高島本町）
クラス／英会話初級、初中級、中

級、上級
受講料 20,000 円（県国際交流
協会会員は 19,000 円）、テキ
スト代 3,000 円程度
12 月 15 日㈮
県国際交流協会
054-202-3411

　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。富士山資料館開館
40 周年・富士山世界遺産登録
５周年を記念する、自由な発想
で制作された個性溢れる作品を
お待ちしています。
申し込み・搬入期間／平成 30

年２月 17 日㈯～３月 25 日
㈰　
展示期間／平成 30 年４月 21

日㈯～６月 24 日㈰

富士山資料館開館40周年・富士山世界遺産登録５周年記念
企画展「ふるさと富士山芸術展」の作品を募集

作品の返却／平成 30 年６月 30
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、展示用のひもを張ってく
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
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12 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

３日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

９日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

10日㈰ ㈲細野設備
☎992-2465

16日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

17日㈰ 山崎設備
☎997-6766

23日㈯ 植松水道
☎992-4644

24日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

29日㈮ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

30日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

31日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

～13日㈬ 市議会12月定例会
２日㈯ しずおか市町対抗駅伝
10日㈰ 農業まつり
16日㈯ すそのロケフェスタ2017
21日㈭ 市立幼稚園２学期終業式
22日㈮ 小・中学校２学期終業式
28日㈭ 市役所仕事納め

12 月　カレンダー

データバンク
11 月１日現在

人　口　52,532人� （−38人）
　男　　26,708人� （−20人）
　女　　25,824人� （−18人）
世　帯　21,671世帯�（−19世帯）
内、外国人� 797人�466世帯

市民活動セミナー
まちづくりカフェ第３回

自らを地域の「おせっかいおば
さん」と呼ぶ講師が開催した「子
ども食堂サミット」は、全国に子
ども食堂を広げるきっかけになり
ました。子ども食堂を始めたいき
さつや、その後変わっていった地
域の様子について講演します。

12 月２日㈯
13 時 30 分～ 16 時
市民文化センター会議室
50 人

テーマ／放っとかないが地域を変
える～子ども食堂と貧困を考え
る～
講師／栗林知絵子さん（NPO 法

人豊島子ども WAKUWAKU
ネットワーク理事長）
キッズスペースがあり、子ども
と一緒に参加できます。
市民活動センター

　950-8875　 992-4047
scenter@machitera.jp

県立東部看護専門学校
一般入学試験

●看護１学科▶︎一次試験：平成
30 年１月 11 日㈭、二次試験：
平成 30 年１月 26 日㈮
●看護２学科▶︎一・二次試験：
平成 30 年１月 11 日㈭

県立東部看護専門学校（清水町
長沢）
●看護１学科▶︎高等学校を卒業
した方（平成 30 年３月卒業見
込み含む）または同等以上の学
力がある方●看護２学科▶︎高等
学校を卒業した（平成 30 年３

月卒業見込み含む）准看護師ま
たは准看護師免許を持ち３年以
上業務に従事した方
4,700 円
11 月 28 日㈫～ 12 月 12 日㈫
県立東部看護専門学校総務課

　971-2135

※市政カレンダーに市立幼稚園 2 学期終業式は 22 日㈮と掲載されていま
すが、正しくは 21 日㈭です。

12 月　税金・料金
納付期限：12 月 25 日㈪

固定資産税・都市計画税 第３期分
国民健康保険税 第６期分
介護保険料 第６期分
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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救急協力医

12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㈮ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

２㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

３㈰

御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 守重医院 931-2511 我入道

　江川

杉山医院 972-3223 伏見 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清水館医院 993-2323 茶畑 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

４㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

５㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

６㈬ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

７㈭ 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

８㈮ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

９㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

10 ㈰

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

なおきクリニック 929-8555 東椎路 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下
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12 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

３㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

室伏歯科医院
992-2439 公文名　

10 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

吉田歯科医院
987-6118 納米里　

日 内 科 外 科 小児科

11 ㈪ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

12 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 青木整形外科医院 922-0521 高島町 田中医院 921-2053 高島町

13 ㈬ 旭医院 966-0031 原 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

14 ㈭ 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

15 ㈮ 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 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　 三島市　 裾野市　 富士市
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●冬の特別会　図書館映画会
とき／12 月９日㈯　14 時～

河合　凛
りん
子
こ

ちゃん
（2 歳 9 カ月・和泉）

平田　律
りつ
人
と

くん
（２歳４カ月・御宿平山）

谷川　瞳
とう
真
ま

くん
（２歳 9 カ月・金沢）

池ノ谷　祐
ゆ
璃
り

ちゃん
（２歳１カ月・千福）

杉山　玲
れい

くん
（２歳 5 カ月・富沢）

12月の休館日

●12月の行事予定
親子手づくり教室
 ２日㈯ 14時 本館２階展示室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

サンタとおはなしの会
 ９日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 16日㈯ 14時30分～ 本館２階視聴覚室

ファーストブック
 13日㈬  ９時～12時 本館２階展示室
 20日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子おはなしの会
 19日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

親子ふれあいデー
 14日㈭  ９時～17時 本館２階展示室
 21日㈭  ９時～17時 本館２階展示室

４日㈪・11日㈪・18日㈪
25日㈪・29日㈮〜31日㈰

●ともだちのときちゃん
作：岩瀬成子　絵：植田真　フレーベル館（おはなしのまど 5）

●魔女バジルと闇の魔女
作：茂市久美子　絵：よしざわけいこ　講談社（わくわくライブラリー）

●青空トランペット
作：吉野万理子　絵：宮尾和孝　学研プラス（ティーンズ文学館）

●トーストン　著：新井洋行　アリス館

●ヒヒヒヒヒうまそう
作・絵：宮西達也　ポプラ社（ティラノサウルスシリーズ 14）

一般書

児童書

新刊おすすめ本

●裏切りのホワイトカード　著：石田衣良　文藝春秋

●銀河鉄道の父　著：門井慶喜　講談社

●星ちりばめたる旗　著：小手鞠るい　ポプラ社

●草笛物語　著：葉室麟　祥伝社

●マスカレード・ナイト　Masquerade Night
著：東野圭吾　集英社

ところ／本館２階視聴覚室
上映作品／ SING / シング 定員／ 60人（先着順）
申し込み／整理券を 12 月２日㈯から図書館カウンターで家

族分のみ配布します。
その他／駐車場に限りがあるため、公共交通機関または市

役所駐車場をご利用ください。
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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

Contents
p02 2017年“すその”この１年
p04  予算・財産・市債の財政状況
p06 人事行政の運営などを公表します
p08 第44回 農業まつり
p09 年末の交通事故、犯罪被害を防止
p10 フォトグラフ
p12 市技能功労者２人を表彰

11 月 14・15 日
太陽生命ウィメンズセブンズ 2017 最終戦
富士山裾野御殿場大会（運動公園）



　３日　市民課窓口の番号案内モニター 供用開始
　５日　大阪府泉佐野市と特産品相互取扱協定締結
　９日　 第６回富士山すそのパノラマロード菜の花＆

桜まつり
 23 日　第４回深良用水まつり 4

 28 日　 産業連携地域プラットフォーム拠点施設「い
わなみキッチン」開所

 14 日　第 41 回富士裾野高原マラソン大会 5

 20 日　第 40 回五竜みどりまつり（～ 21 日）

 10 日　第 39 回健康と歯のフェスティバル
 14 日　「みんなで子育てするまち」子育て講演会
 16 日　ドローン所有 2 団体と災害時支援協定締結
 28 日　郵便局と地域を見守る協定締結

５ 月

６ 月

2

4

1

3 5

　１日　第 42 回深良地区元旦マラソン・駅伝大会
　８日　 第 60 回新成人者祝賀駅伝大会 1 、成人式 2  

消防出初式
 16 日　御殿場市とラグビー合宿誘致に係る覚書締結

　４日　第 20 回富士山国際雪合戦
 19 日　すそのんお誕生会 2017
 25 日　裾野駅バリアフリー化施設 供用開始

 12 日　第 2 回みんなで子育てするまちシンポジウム
 13 日　御殿場市と神山深良線整備で協定締結
 18 日　みらい会議 新総合計画キックオフシンポジウム

　１日　 観光協会新事務所開所
　２日　TGR ラリーチャレンジ in 富士山すその

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

3

2
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　１日　富士山須山口登山道開山式
　７日　竹灯り七夕まつり 6

 31 日　 五輪旗・パラリンピック旗「フラッグツアー」
出迎え

　１日　郵便局と災害時支援協定締結
　５日　第 44 回すその夏まつり 7

 16 日　住友金属鉱山㈱と災害時支援協定締結
 19 日　第 34 回富士山すその阿波おどり大会 8

 23 日　滝頭遺跡発掘調査現場見学会 9

 
　３日　県・南駿地域総合防災訓練10

 10 日　第 42 回裾野牧水祭・歌碑除幕
 16 日　 第 7 回富士山すそのパノラマロードコスモ

スまつり

７ 月

８ 月

９ 月

　３日　裾野高校と連携協定締結
　４日　福島県相馬市と特産品相互取扱協定締結
 17 日　市長表彰式　
 18 日　沼津信用金庫と移住促進包括協定締結
 27 日　世界かんがい施設遺産連絡会
 28 日　市民のふれあいフェスタすその、第 36 回消

費生活展 ( ～ 29 日 )

　２日　Suso-biz 開設１周年記念講演会
 11 日　 裾野御殿場ラクビー・スポーツフェスティバ

ル ( ～ 12 日 )

　２日　第 18 回市町対抗駅伝競走大会 
 10 日　第 44 回農業まつり
 16 日　すそのロケフェスタ 2017
※ 12 月の出来事は 12 月 1 日現在の予定日です。

10 月

11 月

12 月

6

7

8

9

10
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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 101億5,900万円 26億2,185万円 10億1,187万円 12億1,000万円 10億1,323万円 15億8,010万円 30億3,731万円
収入済額  55億2,687万円  6億8,679万円  1億6,111万円  6億  763万円    8,129万円 � 0円 17億6,956万円
収 入 率 54.4% 26.2% 15.9% 50.2% 8.0% 0.0％ 58.3%

■ 納めたお金（一般会計）
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ３万1,229円 ７万5,689円
（２万3,054円) （５万5,876円）

固 定 資 産 税 ６万3,547円 15万4,018円
軽 自 動 車 税 2,388円 5,789円
市 た ば こ 税 2,918円 7,072円
都 市 計 画 税 5,052円 12,244円

合 計 10万5,134円 25万4,812円
(９万6,959円) (23万4,999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 ４万6,416円 11万2,497円
教 育 費 1万9,944円 ４万8,339円
総 務 費 1万9,332円 ４万6,854円
土 木 費 1万9,178円 ４万6,483円
衛 生 費 1万7,926円 ４万3,448円
公 債 費 1万5,067円 ３万6,519円
消 防 費 8,541円 ２万  701円
そ の 他 1万7,388円 ４万2,142円
合 計 16万3,792円 39万6,983円

■ 市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
通
債

土 木 費 47億5,746万円 財 務 省 56億1,277万円
臨時財政対策債 41億4,828万円 銀 行 な ど 69億8,986万円
減収補てん債 38億4,625万円 地方金融機構 36億8,724万円
教 育 費 21億　890万円 旧郵政公社 20億3,276万円
そ の 他 39億2,805万円 静 岡 県 1,863万円

合 計 187億8,894万円 そ の 他 ４億4,768万円
合 計 187億8,894万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 1億6,398万円 銀 行 な ど 1億6,398万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 61億1,431万円 地方金融機構 28億8,007万円
旧郵政公社 18億　442万円
財 務 省 13億8,768万円
銀 行 な ど 4,214万円
合 計 61億1,431万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 12億4,437万円 財 務 省 ７億8,771万円
地方金融機構 ４億5,666万円
合 計 12億4,437万円

( 十里木簡易水道特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

簡 易 水 道 2,270万円 地方金融機構 2,270万円

予算現額　　　206億 3,336 万円
収入済額　　　��88 億 3,325 万円
収入率　　　　42.8%
※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。

特集２

予算・財産・市債の財政状況
平成29年度　上半期（９月 30日現在）財政状況
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予算現額　　　206億 3,336 万円
支出済額　　　��86 億 1,056 万円
執行率　　　　41.7%
※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
59億3,552万円 29億6,725万円 25億9,874万円 24億1,014万円 24億5,469万円 18億8,993万円 23億7,709万円 予算現額
24億4,007万円 10億  821万円 10億4,846万円 10億1,627万円  9億4,239万円  7億9,210万円 13億6,306万円 支出済額

41.1% 34.0% 40.3% 42.2% 38.4% 41.9% 57.3% 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　300万円 4億　903万円 40.8%
収 益 的 支 出 7億6,918万円 1億3,078万円 17.0%
資 本 的 収 入 5,000万円 1,593万円 31.9%
資 本 的 支 出 4億　949万円 1億　575万円 25.8%

※�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 5億1,049万円 4億8,000万円 94.0%
収 益 的 支 出 4億5,215万円 4億2,009万円 92.9%
資 本 的 収 入 ３万円 0円 0.0％
資 本 的 支 出 4億5,909万円 4億3,225万円 94.2%

※�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

土 地 714,099㎡
山 林 1,211,336㎡
建 物 163,545㎡
出資金および
貸 付 金 7億5,634万円

基 金 91億1,504万円
車 両 123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 56億7,149万円 25億8,962万円 45.7% 23億2,363万円 41.0%
後期高齢者医療事業 5億　300万円 1億6,812万円 33.4% 1億1,669万円 23.2%
介 護 保 険 32億8,213万円 16億3,576万円 49.8% 12億3,267万円 37.6%
土 地 取 得 45万円 0万円 0.2% 0万円 0.0%
十里木高原簡易水道 4,530万円 768万円 17.0% 380万円 8.4%
下 水 道 事 業 11億8,198万円 3億9,380万円 33.3% 3億7,604万円 31.8%
墓 地 事 業 4,920万円 1,687万円 34.3% 1,951万円 39.7%
合 計 107億3,355万円 48億1,185万円 44.8% 40億7,234万円 37.9%

※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29年度　財政状況概要
（平成29年９月30日現在）

総予算額 325億4,558万円

収入済額 140億7,006万円

支出済額 129億1,942万円

財政課
995-1801

特集２
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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
をご覧ください。

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
生

衛
生

労
働

農
林
水
産

商
工

土
木 計 教

育
消
防 計 水

道
下
水
道

そ
の
他

計

平成 28年度 4 84 21 67 41 1 9 4 40 271 55 74 129 8 5 17 30 430

平成 29年度 4 82 20 68 40 1 8 4 39 266 56 2 58 7 6 15 28 352

対前年増減数 0 ▲ 2 ▲ 1 1 ▲ 1 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 5 1 ▲72 ▲71 ▲ 1 1 ▲ 2 ▲ 2 ▲78

区分 住民基本台帳人口
（平成 29 年 1 月 1 日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
平成 27 年度の

人件費率
平成 28年度 52,711 人 212億 4,962 万 3,000 円 34億 9,655 万 8,000 円 16.5％ 15.9％

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 28年度 400人 15億3,333万8,000円 4億6,051万8,000円 6億1,309万円 26億 694万6,000円 651万8,000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 41.1 歳 32万 4,239 円
大学卒 18万 4,800 円 26万 3,075 円 37万 4,000 円 41万 3,867 円

高校卒 15万  500 円 — — 37万 4,600 円

技能労務職 51.4 歳 36万 9,520 円 高校卒 15万  500 円 — — 37万 1,483 円

１．職員数に関する状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

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 29 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。

特集３

人事行政の運営などを公表します
職員数や給与に関する状況など

２．職員の給与に関する状況
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３．職員の手当に関する状況
　　（平成29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 0.85 月分 2.075 月分

12月期 1.375 月分 0.85 月分 2.225 月分

合計 2.6 月分 1.7 月分 4.3 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 8,163 円
④特殊勤務手当　18 種類
　１人当たり平均支給年額 3 万 6,790 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29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）
1.75 月分

（12月期）
1.8 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28年度）

①分限処分者数　３人
※職員がその職務を十分果たしえない場合などに行

う処分です。
②懲戒処分者数　３人

※職員の一定の服務義務違反に対して、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 745 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 191人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 444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 91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 19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 28 年）
１人当たり／８日と２時間

③育児休業と部分休業の取得者数の状況（平成 28 年
度）
育児休業／女性６人
部分休業／０人
※平成 28 年度に新たに育児休業と部分休業を取得

した人数です。

特集３
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とき／ 12 月 10 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
・はんぺん　・地酒
・米　　　　・軽食
・緑花木
・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　　　　
・丸太切り、木工作り
・動物ふれあい広場
・優良農産物の紹介
・手もみ茶の実演と

試飲

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（北側・南側）、渡邊工業（本社）、
ホワイト歯科、商工会、福祉保健会館、水道庁舎

３等
「富士映る代掻
き田」
諸星 重明さん

１等
「薫風の中で」
原 久子さん

２等
「踏まれて強く
なーれ（麦踏み）」
勝又 守洋さん

式　典

とき／ 11 時 30 分～ 12 時
ところ／市民文化センター入口前
●農産物ほ場等審査表彰式

①いちごの部②花卉の部③根菜（大和芋）の部
④根菜（里芋）の部⑤良質米の部⑥山林種苗の部

●「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品表彰
　※作品は、エントランスホールで展示します。

特集４

第 44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
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12 月 15 日㈮から 31 日㈰まで、年末の交通安全県民運動と年末特別
警戒が実施されます。一人一人が交通安全と犯罪被害防止の意識を高め、
良い年を迎えられるようにしましょう。
前年と比較して、市内の交通事故発生件数が増加しています。特に、道

路を通行する際は心と時間に余裕を持ち、安全確認を励行してください。

危機管理課
995-1817

高齢者と子どもの事故防止

高齢者の交通事故が増加しています。家庭や地域で
声を掛け合い、事故防止の注意喚起をお願いします。
子どもの外出時には、交通ルールを守ることや自転車
を使用する場合のヘルメット着用を確認してください。

自動車や自転車などを運転する方は「おもいやりあ
りがとう」の精神に基づき、歩行者優先の運転意識で、
ゆとりを持って運転しましょう。

夕暮れ時から夜間の交通事故防止

年末は日没時間が早く、交通量が多くなります。特
に、夕方から夜間の交通事故が増加傾向にあります。
自動車や自転車を運転する際は、16 時にはライトを
点灯し、歩行者などの早期発見と、自分の存在を周り
に知らせることが重要です。自動車では、夜間はハイ
ビームを活用し、道路状況に応じてロービームに切り
替えるなど、小まめな使い分
けが安全につながります。

歩行者は、明るい色の衣服
や、自発光式反射材などを着
用しましょう。

飲酒運転の根絶

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
せない環境をつくってください。

お酒を提供する事業者の方は、運転者へはお酒を提
供しないことを徹底してください。

特殊詐欺の被害防止
「サギ電話」は必ずあなたにもかかってくる

「サギ電話」は、振り込め詐欺などの犯人が、ターゲッ
ト（市民の皆さん）に対してかけてくる「事前電話」
のことです。「サギ電話」をかけてくる犯人は、いき
なり金銭の要求はしません。不審な電話があったら、
家族に確認したり、相談したりしてください。
サギ電話の例
①息子や孫、甥

おい
など親

　族に成り済まし、電
　話をかけてくる。
②不安にさせる。
③解決策を示して安心させる。
④考える暇を与えず、現金やキャッシュカードを持っ

て来させたり、取りに来たりし、現金を奪う。
対策
・「電話番号が変わった」という連絡があったら、以

前から聞いている電話番号に連絡して事実を確認す
る。

・本人と連絡が取れない場合、家族・警察に相談する。
・「代わりの人間がお金をもらいに行く」と言われて

も、知らない人にお金を渡さない。
・チェッカー型や録音型などの迷惑悪質電話防止装置

を設置する。
・普段から特殊詐欺の手口につい

て家族で話し合う。

万引きを　地域の力で
しない・させない・見逃さない

万引きは犯罪です。万引きをすると、10 年以下の
懲役または 50 万円以下の罰金刑に処されます。少年
などは遊び感覚で、大人は軽い気持ちで万引きをする
ことがあります。万引きをさせない環境をつくりま
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」

裾野地区重点
安全確認「止まる・見る・待つ」の徹底

年末の交通事故、犯罪被害を防止
交通安全県民運動・年末特別警戒を実施

特集５
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／総合グラウンド（11 月５日）

市内小中学校連合音楽会が市民文化センター大ホールで行われま
した。練習十分で望んだものの舞台袖では緊張の表情でしたが、ス
テージに上がれば表情は一変。タクトに合わせて立派な演奏や歌声
を披露しました。

ホールに広がる音楽の楽しさ� 10月25･26日

人生の先輩に学ぶ職業講話が東中学校で１年生を対象に行われま
した。講師は、獣医師や画家、看護師など 21 職種の先輩方。貴重な話
を聴いたり、間近でレントゲンや絵画など仕事にまつわるものを見
たりし、生徒がこれからの人生を考えるきっかけになりました。

先輩、どんな仕事をしていますか� 10月20日

秋空の下、第 41 回県東部壮年ソフトボール大会が総合グラウン
ドで行われました。江藤副市長による始球式のあと、県東部市町の
代表 6 チームがトーナメント方式で優勝を目指し戦いました。各
チーム日頃の練習の成果を存分に発揮していました。

力と力、おじさんパワーのぶつかり合い

Photograph 10・11月
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Photograph 2017.10・11

地域のことを地域が考える� 11月4日 16チームがにぎやかに競う� 11月12日

青少年健全育成のイベントが各地で開かれる中、須山地区研修セ
ンターで意見発表会が行われました。中学生のハンドベルの演奏で
始まり、小学生から大人まで 13 人が平和や地域への思いを述べま
した。会場に立見が出るほど多くの区民の皆さんが参加しました。

壮年男女混合バレーボール大会が市民体育館と向田小学校で行わ
れました。行政区単位で 16 チームが参加。チーム内で声を掛け合い、
熱戦を繰り広げました。優勝チームは１部リーグが須山、２部リーグ
が岩波、３部リーグが佐野 KHW、４部リーグが町震一区でした。

秋だ!フェスタだ!ハロウィンだ!� 10月28･29日パブリシティを利用して� 10月27日

2017 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。ハロウィンの仮装をした来場者やスタッフで会場は大に
ぎわい。市内事業所の紹介や、商品・製品の販売店が軒を連ねる中、
今回は相馬市と泉佐野市が地場産品で出店しました。

Suso-biz と裾野高校の連携授業が白井昭義センター長を講師に
行われました。授業は全 3 回。授業の中では、戦略的広報にはパ
ブリシティなどの利用が重要であると学びました。また、駅前商店
街で商店をリサーチしホームページを作成しました。

大切なのはビジョンの共有化� 11月1日 子どもたちの笑顔を守るために� 11月1日

起業創業支援などの相談窓口として運営しているいわなみキッチ
ン。いわなみキッチンアカデミーは女性支援に力を入れたセミナー
で毎回興味深い話が聞けます。今回は津田由布子さんを招き開催。
会社を引き継ぐ難しさや、成功の秘訣についての話が聞けました。

11 月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待は社会全体で解決
すべき問題です。一人一人に何ができるのかを呼びかけるキャン
ペーンをベルシティ裾野とマックスバリュ裾野店の店頭で行いまし
た。啓発品を渡し来店する方々に呼びかけました。
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市では、同じ職種に長く従事し、技能の練磨や
後進の育成などで市の産業技術向上に貢献した方
を表彰しています。技能団体から推薦され選考会
を経て、今年度は２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

熟練の技で若手をリード

とび・土木工事業
山之内 睦朗さん（佐野若狭）

昭和 45 年に山之内建設㈱に入社し、石積み工事、
とび、土木工事の基本を習得。主に重機作業、型枠作
業には抜群の能力を身に着けました。

平成元年に独立を果たし、裾野市を中心に御殿場市、
小山町まで広く現場作業に携わっています。困難な作
業も簡単に成し遂げる技
術で、他の作業員や現場
監督から厚く信頼されて
います。若手の作業員の
技術・技能の指導を率先
して行っています。

特集６

市技能功労者２人を表彰
優れた技術で市の産業発展に貢献

この道一筋の米栽培で農業の発展に寄与

農業
渡邊 保

たもつ
さん（深良新田）

昭和 26 年の高校卒業以降、長年にわたり農業に精
励し、市内の水稲生産・販売を黎

れいめい
明期から支えてきま

した。渡邊さんが栽培した米「五百万石」が使用され
た純米酒が販売されていて、耕種部会裾野支部を盛り
上げる存在です。

勉強会などにも積極的に参加し、水稲の栽培手法に
関して深い知識を持っています。他の生産者への助言
を惜しまず行い、周
囲から厚く信頼され
ています。地域農業
の発展に大きく貢献
しています。

県優秀技能者　～当市から２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ています。県優秀技能者・
技能検定功労者表彰式が 11 月 28 日㈫に開催さ
れ、当市から２人の技能者が表彰されました。

◆自動車整備工　中井 誠さん
（トヨタ自動車㈱東富士研究所）
◆板金工　飛澤 浩幸さん
（トヨタ自動車東日本㈱東富士総合センター）
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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　

Information

 

伊豆中央高校吹奏楽部
第 28回冬のコンサート

12 月 23 日㈯　14 時 30 分～
　※開場

▲

14 時～
長岡総合会館アクシスかつらぎ
大ホール（伊豆の国市古奈）
アルセナール、ホルスト（第２
組曲）
伊豆中央高校　949-4771

知徳高校吹奏楽部
第 25回定期演奏会

12 月 17 日㈰　14 時～
　※開場

▲

13 時 20 分～
長泉町文化センターベルフォー
レ大ホール（長泉町下土狩）
行進曲「富士の山」、音楽物語

「シェルブールの雨傘」による
ジャズの歴史、ザ・ヒットパレー
ド 2017 など
知徳高校　975-0080

裾野市長泉町衛生施設組合（一部事務組合）は公募型プロポーザルを行い、９月 29 日付けで、㈱石本建
築事務所と新火葬施設の設計業務委託契約を締結しました。今後、具体的な施設の規模や機能・設備などに
ついて、協議を進めていきます。基本計画策定段階で、裾野市・長泉町の住民の皆さんから、計画の素案に
対して、意見をお聞きする場を設けます。

■今後のスケジュール
設計業務
基本計画策定 平成 29年 10月～平成 30年３月

基本設計 平成 30年４月～平成 30年８月
実施設計 平成 30年９月～平成 31年３月

建設施工
　平成 31 年度～ 32 年度（18 カ月）
供用開始
　平成 33 年度～
■基本方針
●最後のお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
■整備場所
住所／今里343-1（現在の裾野市斎場および隣接地）
敷地面積／約１万 7,200 平方メートル

裾野長泉新火葬施設の整備がスタート

生活環境課　995-1816

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内または御殿場市、小山町に
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。

12 月 17 日㈰
対象レース／GOODYEAR
　Vitz＆86/BRZ Dream Cup 2017

富士スピードウェイ
　0550-78-2312

■概算事業費（平成 27 年度調査時）
工事費／約 14 億２千万円
年間維持管理費／約４千万円（委託料、修繕費など

を含む）
※事業費は、原則、両市町の人口に応じて負担しま

す。
■施設構成
火葬部門／炉前ホール（告別室・収骨室）、炉室、

監視室、残灰処理室など
待合部門／待合室、待合ホール、授乳室、キッズルー

ム、給湯室など
共有部門／車寄せ・玄関ホール、廊下・ラウンジ、

トイレ、喫煙室など
管理部門／多目的室、事務室など
外構部門／緑地・庭園、駐車場
■施設規模
建物面積／約 2,800 平方メートル

※現時点の予定です。今後変わる可能性があります。

お知らせ
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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、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／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

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 24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
裾野

12月31日㈰・
1月1日㈪

斎場 1月1日㈪・
1月２日㈫

市役所（代表）992-1111

インフォメーション

Information

平成 29 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 30 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 13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９日㈫～ 31日㈬ ９:00～16:30
須山コミュニティ

センター
1月 15日㈪ ９:00～16:00
1月 16日㈫ ９:00～12:00

生涯学習センター
1月 18日㈭ ９:00～16:00
1月 19日㈮ ９:00～12:00

富岡コミュニティ
センター

1月 22日㈪ ９:00～16:00
1月 23日㈫ ９:00～12:00

市役所地下会議室A・B 1月 28日㈰ ９:00～12:00

は、休日受付 社会福祉課　995-1819

高齢者医療費助成制度
� 受付期間は１/ ９㈫～ 31 ㈬
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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

年末年始のし尿・浄化槽
汚泥処理収集の休業

　年末年始は、し尿・浄化槽汚泥
の収集を休業します。年内の収集
を希望する方は、12 月 15 日㈮
までに予約してください。
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

ライトダウン！
キャンドルナイトみしま

　12 月の地球温暖化防止月間に
合わせて開催する節電啓発イベン
トです。

12月９日㈯  17時～19時30分
　※雨天の場合は 10 日㈰に延期

白滝公園西側広場（三島市一番町）
約 1,500 個のエコキャンドル
の点灯、音楽演奏、ホットドリ
ンクの無料配布など
三島市環境政策課　983-2647

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、家族会が高次脳機
能障害に関する相談に総合的に応
じます。

１ 月 17 日 ㈬　13 時 30 分 ～
16 時 30 分
県東部総合庁舎（沼津市高島本町）
事故や病気を原因とした脳の損
傷によって、日常生活に支障を
感じている方やその家族など 
１月 10 日㈬

県東部健康福祉センター
　福祉課　920-2087

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㈯までに貸付を受ける場合
受付は、予算がなくなり次第終
了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

お知らせ

　国土交通省では地域振興や観光振興などの一環で、各地域にちなんだ特色ある図柄を施した自動車用ナン
バープレートを希望者へ交付する制度を創設し、平成 30 年 10 月ごろから交付を開始することとなりました。
　静岡県側の富士山ナンバー地域（裾野市、富士市、富士宮市、御殿場市、小山町）では、富士山麓地域の
PR として「富士山ナンバー」へ「富士山」の図柄の導入を行います。市公式ウェブサイトや投票用紙に掲
載している候補の図柄（数種類）から、お気に入りの 1 つに投票をお願いします。

投票期間／ 12 月 11 日㈪～１月 10 日㈬
裾野市、富士市、富士宮市、御殿場市、小山町に
住んでいる方

投票方法／市公式ウェブサイトから投票するか、裾
野市役所など対象の役所にある投票用紙で投票し
てください。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　soshiki/3/1/7/zugara_touhyou.html 

「富士山」の図柄入りナンバープレートへの投票

今後のスケジュール

12 月 投票受付
1月 住民投票結果を踏まえて、有識者に

よる最終審査選考。国へ図柄の提出
７月ごろ 国による図柄の視認性などの審査

図柄の正式決定
10月ごろ 交付開始

 企画政策課　995-1804
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児童扶養手当の支給

12 月 11 日㈪は児童扶養手当
の支給日です。児童扶養手当は、
18 歳になる日以後の最初の３月
31 日までの児童がいる母子・父
子家庭などで、認定請求書を提出
し、認定された方に支給されます。
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

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

婦人会衣料リサイクル
回収販売

婦人会で古着の回収と販売を行
います。

【衣料回収のみ】
12 月 9 日 ㈯　13 時 30 分 ～
15 時
市民文化センター、富岡第一小
学校用務員室、旧勤労青少年
ホーム

【衣料回収・販売】
12 月 10 日 ㈰　9 時 30 分 ～
14 時
市民文化センター
着ることができる衣類　※ビ
ニール製品、濡れている物、布
団類不可
洗濯して、ひもで縛ってお持ち
ください。
生涯学習課　992-3800

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。

 富士学校　0550-75-2311
　平日
　演習場管理課　内線 2291
　㈯㈰・祝日
　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。

インフォメーション

Information
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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５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
の方など
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977

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。

12 月 11 日 ㈪・25 日 ㈪　13
時～ 16 時　（１回 45 分）
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

歳末まるごと楽市＆
スローライフマルシェ開催

【歳末まるごと楽市】
　今年もすその駅前中央商店街で
開催します。

12 月２日㈯～ 16 日㈯　
すその駅前中央商店街

抽選
期間中に加盟店で買い物をした

レシートで 2,000 円ごとに 1 回
抽選ができます。

12 月 12 日 ㈫ ～ 16 日 ㈯　
　10 時～ 18 時

福屋酒店仮設店舗（佐野808-5）
すその駅前中央商店街（前島）

　993-0443
【スローライフマルシェ】

クリスマス気分を盛り上げるか

わいいテントで、雑貨の販売や
ワークショップなどを行います。

12 月 16 日㈯　10 時～ 15 時
小柄沢公園
おいしい食べ物・ステキな手づく
り雑貨の販売、ワークショップ、
古本市、ふくろう写真撮影など
スローライフマルシェ実行団体（近藤）

　080-5104-0814
petiti.point@yahoo.ne.jp

国保高齢受給者証交付会

　１月１日㈪から対象となる方に、
受給者証を交付します。

12 月 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 12 月２日～昭和 23
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

順天堂大学医学部附属
静岡病院市民公開講座

　直接会場にお越しください。
12 月 25 日㈪　17 時 30 分～
18 時 30 分　※開場 ▼ 17 時
順天堂大学医学部附属静岡病院
管理棟４階第１会議室（伊豆の
国市長岡）
100 人（先着順）

テーマ／産婦人科のがんについて
～子宮頸癌ってなに？～

講師／助教 金田容
ひ ろ し

秀さん（順天堂大
学医学部付属静岡病院産婦人科）
手話通訳があります。
順天堂大学医学部附属静岡病院
地域医療連携室　948-3111

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

１月 22 日㈪　10 時～ 12 時
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
１月４日㈭　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

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
●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

平成 29 年度市防火標語
「火の元は？」
　出かける前の　合言葉

マッグデイ 快さん

お知らせ
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すみれ相談

大切な人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。

１月 17 日㈬　13 時～ 16 時
富士健康福祉センター（富士市
本市場）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

市民活動の集い

　社会教育委員会では、市民活動
をしている方や興味がある方の新
しい「出会いとつながり」の場と
して、市民活動の集いを開催しま
す。

１月 14 日㈰　13 時～ 16 時
生涯学習センター２階学習室１
市民活動をしている方、市民活
動に興味がある方
「市民活動としてこれからやっ
てみたいこと」をテーマにワー
クショップを行います。
生涯学習課に電話またはメール
で、住所・氏名・電話番号・既
に市民活動をしている方は団体
名をご連絡ください。
※メールの場合は、件名に「市
民活動の集い申込」と記載
12 月 22 日㈮
市民活動とは、市民の皆さん自
らが、さまざまなニーズに対応
したサービスの提供や、社会的
な課題を解決することを目的と
した活動です。
生涯学習課　992-3800
syakyo@city.susono.

　shizuoka.jp

親子読書講演会

１月 20 日㈯　13 時 30 分～
東西公民館
50 人（先着順）

テーマ／絵本と鳥の巣の不思議　
鳥の巣が教えてくれること

講師／鈴木まもるさん（画家・絵
本作家・鳥の巣研究家）
約 20 個の本物の鳥の巣を見る
ことができます。
12 月８日㈮９時～１月 19 日
㈮ 17 時
駐車場は市役所駐車場をご利用
ください。

鈴木図書館　992-2342

学校給食試食会

１ 月 24 日 ㈬　11 時 45 分 ～
12 時 45 分
学校給食センター
市内に住んでいるか、通勤して
いる方
20 人（先着順）
給食ができるまでの紹介、給食
の試食
324 円（１食分）
１月４日㈭～ 12 日㈮

学校給食センター
　992-6868

１月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈪ 工管設
☎993-1603

２日㈫ 鈴木住宅設備
☎993-3901

３日㈬ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

６日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

７日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

８日㈪ ㈲杉山産業
☎992-1131

13日㈯ 山崎設備
☎997-6766

14日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

20日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

21日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

27日㈯
㈱小島屋商会
☎998-0019

28日㈰
㈱中川商店
☎ 993-1555

５日㈮ 市立幼稚園・小･中学校
３学期始業式

7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

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

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

12月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

13日㈬
９:00〜９:15

平成29年６月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫
13:00〜13:30

平成28年５月
生まれの方

２歳児
親子教室

12日㈫
９:00〜９:15

平成27年12・平成28年１月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭
13:00〜13:15

平成27年６月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00〜13:30

平成26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※
４・11・18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

11日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

１日㈮
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

18日㈪
13:00〜15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

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

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

25日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日（曜日） 時　間
 ５日㈫※ 17:00 〜 19:45
12日㈫※  9:00 〜 11:30
18日㈪　 17:00 〜 19:45

※は C 型肝炎検査もできます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2

整形 整形
3 4 5 6 7 8 9

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

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

整形 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 整形 内科 内科 外科
31

内科

【教室】
１月中旬～毎週１回（全 10 回）
㈪ ▼ 19 時～ 20 時 30 分、㈫ ▼

10 時 30 分～ 12 時、㈭ ▼ 13 時
30 分 ～ 15 時、19 時 ～ 20 時、
㈮ ▼９時～ 10 時 30 分
12 人（応募者多数の場合抽選）
5,000 円

　体幹を鍛え、筋肉を効率よく働か
せるための教室と無料体験会を行い
ます。

市民体育館
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、認知
動作型トレーニングマシン未経験
の方

※23日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

認知動作型トレーニングマシン教室参加者募集
市民体育館に往復はがきでお申し
込みください。
教室終了後に、健康増進ルームの
利用ができます。

【無料体験会】
12 月 25 日㈪まで
市民体育館に直接または電話でお
申し込みください。

市民体育館　993-0303
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救急協力医

12月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科クリ

ニック 992-6303 茶畑

17 ㈰

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

今井医院 921-3211 五月町 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

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

18 ㈪ 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

19 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 ㈬ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 おおしろ整形外科

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

21 ㈭ 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

22 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 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

23 ㈯

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

森医院 966-2017 石川 田中医院 921-2053 高島町

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 白石医院 951-4593 市道町

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

境医院 975-8021 竹原 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

鈴木医院 993-0430 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

25 ㈪ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 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 ㈫ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 東医院 921-5520 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

27 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 松原医院 962-1496 白銀町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

28 ㈭ 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

29 ㈮

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田

田沢医院 962-1205 大手町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

おぐち医院 992-6611 深良

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

20
2017.12.1・15



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

日 内 科 外 科 小児科

30 ㈯

望星第一
クリニック 922-0222 柳町

武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

東名裾野病院 997-0200 御宿

31 ㈰

杉山病院 963-4114 錦町

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 静岡医療センター 975-2000 長沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

裾野赤十字病院 992-0008 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

17 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

米山歯科医院
988-8211 南一色　

23 ㈯ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町　　

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩　

24 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

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　

Nao デンタルクリニック
980-6400 下土狩　

29 ㈮ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

木村眼科
967-4611 原　　　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

さなだ歯科医院
997-2100 御宿　　

30 ㈯ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤　　

31 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

杉沢歯科医院
975-4618 柿田　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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救急協力医

１月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈪

きせがわ病院 952-8600 大岡

旭医院 966-0031 原 沼津市立病院 924-5100 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

２㈫

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
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 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

３㈬

池田病院 986-1212 本宿

福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 下香貫

　島郷 田中医院 921-2053 高島町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿

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

５㈮ 本村クリニック 969-0001 大塚 酒井医院 966-1755 今沢 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

６㈯ 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

７㈰

清流クリニック 941-8688 堂庭 東医院 921-5520 高沢町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

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

８㈪

岩渕内科医院 951-4579 添地町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

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

９㈫ 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

10 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

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

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
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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 月前期

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 守重医院 931-2511 我入道
　江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

13 ㈯ 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

14 ㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

森岡医院 962-1084 大岡 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

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

15 ㈪ 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

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

１㈪ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

岩端医院
962-1368 大手町　

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見　　

２㈫ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

永井眼科
980-1777 萩　　　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

鈴木歯科医院
993-5151 平松　　

３㈬ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

田中産婦人科医院
971-3541 中央町　

ベルの木歯科
992-7777 深良　　

７㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉　　

８㈪ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

木村眼科
967-4611 原　　　

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

秋山歯科医院
986-1390 下土狩　

14 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法　　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

飯塚歯科医院
993-1077 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㈪・18日㈪・25日㈪
29日㈮～31日㈰ 993-9300

NAVI
12月の休館日

市立鈴木図書館
992-2342

●１月の行事予定
おはなしの会
 ６日㈯ 14時30分〜 本館おはなしのへや
 13日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなしの会
 16日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

親子わいわい広場
 13日㈯ 10時〜12時 本館２階展示室

ファーストブック
 17日㈬ ９時〜12時 本館２階展示室
 24日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

セカンドブック
 17日㈬ ９時〜12時 本館２階展示室
 24日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 10日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 18日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 26日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

石井好子メモリアル音楽祭 2018
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.16 ～
多数の豪華ゲストによる、一夜限りのステージをぜ

ひご覧ください。
と　き／３月 10 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 13 日㈯ 9 時～

初日の受付：特設電話 993-9221 のみ
14 日㈰以降の受付：文化センター窓口と電話
※受付時間 ▼９時～ 21 時

出　演／美川憲一、木の実ナナ、岩崎宏美、秋川雅史、
髙田利江、花園直道　ゲスト 水谷八重子、瀬間千恵

１月の休館日 １日㈪～３日㈬・９日㈫・15日㈪
22日㈪・25日㈭・29日㈪

伊藤　由
ゆ
芽
め

ちゃん
（２歳 10カ月・佐野上宿）

湯川　華
はな

ちゃん
（２歳 2カ月・御宿新田）

谷口　憲
のり
仁
ひと

くん
（１歳６カ月・元町）

岸　奏
そう
太
た

くん
（2歳 10カ月・公文名一）

北山　夏
なつ
帆
ほ

ちゃん
（2歳 5カ月・トヨタ）

美川�憲一 木の実�ナナ 岩崎�宏美 秋川�雅史

市内に住んでいる３歳０
カ月までの子ども
氏名、住所、電話番号、生
年月日を明記し、メール
でお申し込みください。
wagaya-star@city.
susono.shizuoka.jp
掲載枠に限りがありま
す。応募者多数の場合は
先着順に掲載します。

掲載写真募集
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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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もちつき大会（御宿台保育園）
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現在、当市では、第４次総合計画後期基本計画のもと施策

を展開しています。この計画では、まち・ひと・しごと創生

のキーワードを「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑

戦としています。

市民の皆さんが描く「未来の裾野」はどのようなものなの

か。それを実現するためには、自分たちには何ができるのか、

行政に必要とされていることは何なのか。裾野の歴史を知る

方、裾野を発展させる方、未来の裾野市を担う高校生で、思

い思いに語り合ってもらいました。

2018年
新春座談会

あなたの描く
裾野の未来予想図

～シビックプライドが溢れるまち～

座談会参加者
（順不同・敬称略）

●田口 建一さん（富沢）
田口ライフサービス代表取締役社長
市文化財保護審議委員
西地区青少年育成連絡会会長
西地区アーカイブ主宰
ごみ減量推進委員・理事

●野村 由希さん（三島市）
株式会社 Breams 代表取締役
機能訓練施設 East-one 運営
ひだまり保育園「hagu」代表
元市総合計画審議会委員

●國里 愛音さん（今里）
県立裾野高等学校生徒会前期副会長
ボランティア部

●田村 幹弥さん（沼津市）
県立裾野高等学校生徒会補佐
剣道部

●髙村 謙二
裾野市長
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もあり、水が豊富なまちです
ね。両親などに裾野の水道水
を飲んでもらいました。「う
わっ、おいしい」と言って、
ペットボトルに入れて持って
帰りましたよ。

國里▶他県では、あまり水道水
は飲まないと聞きますよね。

田口▶全国的に、水道の蛇口から直接水を飲めるまち
の方が少ないみたいです。

市長▶國里さんは、市外に住んでいましたよね。
國里▶はい。生まれは裾野です。小学１年生まで裾野

で、それから中学３年生までは沼津に住んでいまし
た。今は裾野に戻ってきましたが、沼津にいた間も
週末は、裾野のおばあちゃんの家によく来ていまし
た。

田口▶沼津に比べて裾野がどんなところなのか聞きた
いですね。

國里▶沼津は、東京寄りではないですが、裾野より
ちょっと都会だと思います。だから、車が多く、繁
華街はうるさいです。裾野は沼津より田舎だからか
静かで良いのです。

市長▶その代わり、ゲロゲロとカエルがうるさいです
けどね。

野村▶カエルは、水がきれいだからたくさんいるので
しょうか。自然豊かということですよね。

市長▶カエルの声も自然豊かと言っていただけると嬉
しいです。

國里▶「田舎だから都会に出たい」という学生もいます
よね。私は逆です。裾野から出たくないと思っていま
す。今、高校では会計系列で勉強しています。将来、税
理士になる夢があり、簿記の勉強を頑張っています。

野村▶私も簿記の資格をとりました。商業関係の高校
でしたが、情報処理や流通経済など学んだことが仕
事で生きています。高校生のうちに日商簿記がとれ
たら将来有効だと思います。裾野高校の会計系列は
強みになるのではないでしょうか。

田口▶実は、私も裾野高校出身です。
野村▶そうですか。
田口▶私の時代には、普通科と商業科がありました。

今は総合科になったとはいえ、昔の裾野高校の
DNA があるので商業の強みがあるかもしれません。

裾野のいいところ
水の恵みと自然豊かな田舎

市長▶まずは、順番に裾野の好きなところの話しを交
えながら、自身のことをお話しください。

田口▶私は、文化財保護審議委員をしている田口建一
と申します。やはり、裾野が日本に誇れるというの
は深良用水。深良用水については、皆さん学校で勉
強していますが、歴史的な貴重さが伝わっていない
ところがあります。

市長▶深良用水は裾野の代表的な名所ですね。
田口▶最近ちょっとお気に入りなのが、岩波駅から２

分の岩波渓谷。普通、渓谷などの観光地は、山奥で
すよね。岩波渓谷は、“ 駅から２分で行ける渓谷 ”
というのが売りになるのではないかと思います。今、
近くにホテルを建設しているので、護岸の木が切ら
れました。そこには「ポットホール」といって、川
から流れてきた石が岩盤の上をぐるぐる回ってでき
た臼のような丸い穴があります。何万年もかかって
できたものです。

國里・田村▶見たことないです。
市長▶いわなみキッチンという、経済やビジネスなどを

勉強したい人が集まってわいわいやるところがあり
ます。そこからよく見えますよ。では、次は野村さん。

野村▶私は、15 年前、23 歳のときに裾野に来ました。
京都市出身です。小学生と中学生の子どもがいます。

國里▶大好きです、京都。
野村▶大好きですか。良かったです。富士山を見る機

会が少なかったので、裾野に来て、富士山がきれい
なまちだなと思いました。住んでいてすばらしいな
と思ったのは、水が冷たくて、とにかくおいしい。
これが１番自慢できることです。

市長▶富士の麓の水。おいしいですよね。
野村▶深良用水の話がありましたが、富士山の地下水

岩波渓谷

2018　新春座談会
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市長▶國里さん、学校の強みを生かして、勉強頑張っ
てください。

國里▶はい。
田村▶私は、沼津市民です。沼津の、どちらかという

と田舎の方、香貫山の近くに住んでいます。小さい
頃から自然の中で虫を捕まえています。

田口▶香貫には、結構虫がいそうですね。
田村▶はい。タヌキもいますよ。イノシシも。
田口▶裾野と同じような場所ですね。
田村▶はい。裾野高校に通い始めて、裾野は何もない

まちだという印象でした。でも、山がたくさんあっ
て、自然が多くていいところだなと思っています。

夏に、市主催のみら
い会議に出席したの
ですが、裾野駅から
生涯学習センターま
で歩きました。道に
迷ってしまったので
すが、田んぼもたく
さんありました。

市長▶田村さんは、将来何を目指していますか。
田村▶私は、警察官を目指しています。剣道部で、体

力づくりに励んでいます。
野村▶未来が明るいですね。こんな好青年が警察官を

目指してくれて。高校１年生で目標がしっかり決
まっているというのは素晴らしいです。

市長▶では、最後に私。裾野市長を務めています。私
が裾野で自慢したいことは、人の温かさです。昔も
今も温かい心を持った人で溢れています。

野村▶私もそう思います。裾野には親切な人が多いと
思います。女性が仕事を全うしても、温かく見守っ
たり、協力したりしてくれる人がたくさんいると思
い、この地で起業することを決めました。

市長▶そうでしたか。
野村▶女性は、人生の中で２回、ターニングポイント

があると思います。１回目が結婚するとき、２回目
が出産するときです。

市長▶出産は女性にしかできないことですものね。
野村▶昔と比べて、今は女性が活躍できる時代になり

ました。２回のターニングポイントを生かして、女
性が今まで自分の中で持っていた知識や技術を出す
場、活躍する場を見つけられます。私は、出産を終

えて会社を立ち上げ、介護福祉施設の運営を始めま
した。子どもを産んでも働きたいという女性を輝か
せたいと思っていました。女性を輝かせることは私
の人生の目的であり、仲間づくりでもあります。女
性が元気なまちは、市町としても元気なところが多
いのではないかと思います。

市長▶確かに、そうかもしれません。

人の温かさ溢れる裾野
元気なまちに

市長▶野村さんのように、起業し、裾野を発展させて
くださる方がいてありがたく思います。例えば、働
く女性が必要なときに子どもを預けられるようにす
るなど、女性が働きやすい環境づくりができたら良
いと思っています。

野村▶私の会社で働いているのは、大半が子育て中の
お母さんです。

市長▶お母さんたちの子育てをどのようにサポートし
ていますか。

野村▶保育園に預けている方が多いです。子どもが体
調を崩し、急に仕事を休まなければならなくなった
ときに「大丈夫。私の子どもは元気に保育園行って
いるから、代わりにやるよ」と協力し合う精神で成
り立っています。参観日など学校行事のときもお互
い様です。

市長▶困ったときは、お互い様ですね。
田村▶生徒会でも同じです。
國里▶地域でも経験

があります。叔父
が畑をやっていま
すが、出荷できな
いけれど食べられ
るものなどは、近
所の方に分けてい
ます。もらうこと
もあります。

市長▶良い地域ですね。
國里▶子育ての面ですと、お母さんが忙しいときは、

近所のおばあちゃんが面倒を見てくれたり、同じ小
学校のお母さんが「うちの子と遊んでいなよ」と言っ
てくれたりして、助け合っています。

野村▶地域の力ですね。最近、技術が発展してロボッ

田村さん

國里さん
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トが出ていますが、ロボットではできないことです
よね。人の温かさとか、心とか、そういうものは作
ることができません。裾野にこれらを残すことが、
日本の財産になると思います。

國里▶私もそう思います。
市長▶大切に残していかなければいけませんね。

知って欲しい裾野のむかし
若者の力で未来にもにぎわいを

市長▶『ふりかえる裾野』をご存じですか。市公式ウェ
ブサイトで公開されています。

田口▶私の祖父の弟が、裾野町役場に勤めている際に
写真を撮っていました。その写真で『広報すその』
に連載していたのですよ。祖父の弟が亡くなり、ネ
ガフィルムを市に寄贈しました。それをデジタル
データ化してもらい、市民の皆さんに見てもらうこ
とができるようになりました。

市長▶裾野の歴史を伝える、貴重な資料をありがとう
ございます。

田口▶古文書に、昔こんなことがあったと書かれてい
ても、イメージが
なかなか湧かない
と思います。写真
があって「これが
昭和 30 年代の裾
野高校のグラウン
ドだよ」と言えば、
びっくりするし、
イメージも湧きませんか。

國里▶これが、裾野高校のグラウンドですか。
田口▶これらの写真を展示したりできたら良いですね。
野村▶ウェブサイトで拝見しました。美人な方が多い

なと思いました。
田口▶当時、役場に広報課がなかったので、祖父の弟

は趣味で写真を撮っていたものもあるのですよ。モ
デルさんが入っているのもあります。

田村▶裾野に美人は多いのかなと期待していました。
市長▶美人は多いですよ。（笑）
野村▶美人の湯という「ヘルシーパーク裾野」がある

くらいですからね。
田口▶昔は商店街にもにぎわいがありましたね。活気

が感じられる写真が多いです。

市長▶今は人通りが少なく、活気が落ちてしまってい
るようです。裾野高校の皆さん、活気を取り戻す提
案はありませんか。

田村▶ファイゴンを活用してはどうでしょうか。裾野
高校は、ファイゴンサブレとファイゴンまんじゅう
を販売しています。

國里▶ファイゴンサブレは、ボランティア部が１回の
イベントで平均 100 箱くらい売っています。多い
ときは、200 箱以上売れることもあります。

市長▶すごいですね。その勢いで、商店街の皆さんと
裾野駅周辺を元気にするようなプロジェクトを計画
していただけると嬉しいです。

田口▶すその駅前中央商店街に、明治時代に建てられ
た昔の商屋づくりの味のある建物があります。もっ
たいないので裾野高校の皆さんに有効活用してほし
いですね。

國里▶やってみたいです。
田口▶建物が古いので耐震性の問題や下水道に接続さ

れていないトイレの問題などがあり、なかなか貸し
借りが難しい状況ですが、夏休みや阿波おどり大会
開催時など、期間限定なら実現できると思います。

國里▶検討してみます。商業高校の真似ではないです
が、「会計系列」ということを有効活用して、観光
協会だけでなく企業と連携して何か商品を販売でき
たら良いですね。私たちも貴重な経験になります。
学校の紹介ができて、まちの活性化につながって、
一石二鳥ですね。

市長▶市内で開催されているマルシェなどにも裾野高
校の皆さんに参加していただけると盛り上がります
ね。

田村▶良いですね。ファイゴンも連れて行きたいです。
野村▶楽しみにしています。

田口さん

5
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裾野にあったらいいな
でも、実現するにはどうしたら……

田村▶学校から帰るとき、電車に乗るまでに時間が空
くことがあります。そういうときに友達と寄れると
ころがあると嬉しいです。

市長▶今の高校生の “ 遊び ” って、何でしょうか。
田村▶私は釣りが好きですね。釣りができるところと

映画館が欲しいです。
市長▶釣りはありますよ。富沢に管理釣り場があるの

は知っていますか。
田村▶あるのですか。
田口▶うちのすぐ近くにあります。西日本の管理釣り

場で一番人気だと聞きました。
田村▶今度行ってみます。
市長▶映画館は昔ありましたが、なくなってしまいま

したね。
田口▶私が４・５歳くらいのころ、２軒ありましたよ。
市長▶國里さんは何かあったらいいなと思うものはあ

りますか。
國里▶交通の便がよくなるといいですね。学校にはバス

で通っていますが、バスの運行本数や時間の間隔が適
度にあると良いです。生徒会などの仕事で帰りが遅く
なると、ちょうどいい時間にバスがないことが多くて、
親に車で迎えに来てもらわないといけません。

市長▶車社会になっていて、車がないと不便だからみ
んな車に乗っています。車があるとバスに乗らなく
なってしまいます。そうするとバスの運行本数が
減ってしまうなど悪循環が起きていますね。

田口▶確かに、子どもの頃は自家用車が多くない時代
だったのでよくバスに乗りました。運行本数も多
かったと思います。

市長▶各地区の拠点をどう結んでいくか課題になって
います。バスという公共交通が厳しい時代になって

いるので、送迎サー
ビスなどのビジネス
や制度と人の優しさ
を結びつけられたら
と思います。

野村▶では、私たち起業家に何ができるかですね。
市長▶よろしくお願いします。
野村▶裾野でと考えれば、温かい人がいる温かいまち

なので…例えば、会社の広告が掲載されたバスを走
らせます。会社の宣伝ができますね。それに乗りた
いお年寄りがキュウリを持ってきて「須山までお願
い」と。「運行代キュウリね、オッケー」のような
感じで、物々交換をするものです。

田口▶そういう発想おもしろいですね。
野村▶法律など制約

があるので実現で
きるかは分かりま
せんが。お礼の意
味でお菓子を渡す
ことがありますよ
ね。同じように「乗
せてくれてありが
とう」と自宅で採れたものなどを渡すような仕組み
ができたらいいですよね。すみません、ふざけたよ
うな例えで……。

市長▶いえいえ、それくらいの発想でないと解決が難
しい問題ですから。温かい心の仕組みですね。

野村▶田村さんが「映画館が欲しい」と言っていまし
たが、飲食店にスクリーンを設置して上映会をやっ
てみたらどうでしょう。これも、お礼に 300 円も
らうなどの仕組みを作るんです。子どもに何かもら
うにはお金を払う必要があることを教えることもで
きます。お金なしでは起業できません。そういうま
ちづくりイベントを高校生主体でやるのもおもしろ
いと思います。

國里▶おもしろそうです。
田口▶「裾野には何もない」と言う方がたくさんいま

すが、あることを知って欲しいです。例えば、深良
用水は日本のトンネルの歴史の中では、最初にでき
た本格的なトンネルです。

田村▶すごいですね。
田口▶そういうことを知っていれば、まちに誇りを持

てませんか。大学に行くために一度地元を離れても、
自分のまちに誇りを持っていれば帰って来るのでは
ないかと思います。皆さんがまちに誇りを持てるよ
う、歴史を知る手助けをしたいと思います。

髙村市長

野村さん
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若者・よそ者も一緒にまちづくり
みんなにとって良いまちを

市長▶昨年 10 月、裾野高校とはさまざまな協力関係
を築くための協定を締結しました。これから一緒に
考え、実現していく力を貸してください。

國里▶裾野高校は裾野で唯一の県立高校です。まちの
活性化や駅周辺の活性化などにどんどん活用してい
ただきたいです。

田口▶まちづくりは、若者やよそ者からといいますか
らね。

市長▶最近、マルシェなどを企画して人の交流の場を
作って、にぎわいをつくってくれる方々が増えました。

田口▶イベントが増えましたよね。楽しませてもらっ
ています。

市長▶裾野には、皆さんのようにチャレンジしてくれ
る人がたくさんいます。生徒会でもビジネスでも文
化の振興でも良いのですが、皆さんがやりたいこと
をやりたい時にやりたいようにできるよう応援して
いきたいと思います。それぞれの考えをどんどん出
していただき、皆さんの力で裾野を元気にしていた
だければ幸いです。裾野の良いところを知っていた
だき、ふるさとへの愛着や誇りを醸成して、温かい
市民の皆さんのつながりで、色んな課題が解決され
ていくようなまちを皆さんと共につくっていきたい
と思います。

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

らお喜び申し上げます。

裾野市の未来、「みんなが誇る豊かな　すその」

を実現するためには、市民の皆さまが裾野市に住

んで良かった、住み続けたいという価値を見出し

ていただくことが必要です。

そのためには、「富士山の裾野　田園未来都市

すその」の挑戦として当市の将来を描く「裾野市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「第４次裾

野市総合計画後期基本計画」に掲げる「まちづく

りの種」をまき、具体的に施策を実現するための

事業を着実に展開し、成果を積み重ねていく必要

があります。

みんなが誇る豊かな すそのをつくる

裾野市長

髙村 謙二

もちろん、まちづくりの種は、すぐに花が咲き、

実を結ぶものばかりではありませんが、全体とし

ては、いよいよ各計画や施策に掲げる目標に向

かって、具体的な動きを加速している段階にあり

ます。

今後も、裾野市の眠れる資源の有効活用を図る

「あるもの磨き」と市民協働・戦略的情報発信・

広域連携によるまちづくりの視点に立って、子ど

もからお年寄りまで誰もが健やかに生き生きと成

長・暮らすことのできる「ひとづくり」、裾野に

住みたい・住み続けたい希望に応える「まちづく

り」、あるもの磨きの新産業創出による「しごと

づくり」に取り組み、多くの市民の皆さまが「こ

のまちを誇りに思う」、そして「自分がまちづく

りに貢献している」といった気持ち（シビックプ

ライド）を持っていただけるよう、市民の皆さま

とともに「オール裾野市」で一つ一つ課題を克服

し、「みんなが誇る豊かな すその」の実現に向け

て挑戦してまいります。

結びに、今年一年、皆さまのご健勝、ご多幸を

心からお祈り申し上げまして年頭のごあいさつと

いたします。

年頭あいさつ

2018　新春座談会
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１月 21日㈰は、裾野市長選挙の投票日です。有
権者の方には、事前に入場券を送ります。当日、投
票に行けない方は、１月 15日㈪から１月 20日㈯
までの６日間、市役所で期日前投票ができます。時
間は８時 30分から 20時までです。投票は、入場
券が届いていなくてもできます。投票所にお越しく
ださい。

選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807

投票できる方
～選挙権年齢は満 18 歳以上～

　１月 21 日㈰時点で投票できるのは、次の全ての条
件を満たす方です。
①平成 12 年１月 22 日以前に生まれた方で、日本国

籍がある方
②平成 29 年 10 月 13 日以前から引き続いて当市の

住民基本台帳に登録されている方

１月 21 日㈰に投票に行けない方は……

①期日前投票
　１月 21 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、期日前投票所へお
越しください。
とき／１月 15 日㈪～ 20 日㈯　８時 30 分～ 20 時
ところ／市役所４階 402 会議室
　※１月 20 日㈯は市役所１階市民ホール
●入場券が届く前でも投票できます。
　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されている
方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票でき
ます。期日前投票所へお越しください。
②不在者投票
　不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所
している方、名簿登録地以外の市区町村に滞在中の方
は、不在者投票ができます。入院・入所している方は、
病院や施設の職員に投票したい意向を申し出てくださ
い。滞在先の市区町村での投票を希望する場合は、郵
送に時間がかかりますので、早めに選挙管理委員会に
投票用紙の請求をしてください。

郵便投票制度

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

障がいの
区分

両下肢・
体幹移動機能
障がい

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障がい

免疫・
肝臓の
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、１月 21 日㈰ 21 時から市民体育館で行い
ます。当市の開票結果は、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。

投票所

　16 の投票所があります。有権者の方には、事前に
入場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票
してください。

投票時間は７時～ 20 時

　１月 21 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。

特集 2

裾野市長選挙
投票日：1/21 ㈰　期日前投票：1/15 ㈪～ 1/20 ㈯
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★印が投票所の場所です。

★
西中
グラウンド

五竜の滝

ガソリン
スタンド

市役所

県
道
富
士
裾
野
線 裾

野
高
校

黄
瀬
川

西中学校体育館
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
★

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１投票区 第４投票区第２投票区 第３投票区

第５投票区 第８投票区第６投票区 第７投票区

第９投票区 第 12 投票区第 10 投票区 第 11 投票区

第 13 投票区 第 16 投票区第 14 投票区 第 15 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

★
消防団

今里本村集会所

裾野線
県道富士

新東
名高
速道
路

卍

★ 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

★ 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

★

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

★
深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧2
46号

国
道
246
号

深良新田公民館

グラウンド ★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
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

JA富岡支所

県道富士
裾野線

富岡第一小学校体育館

★

★裾野郵便局〒

赤
十
字
病
院

セブン
イレブン

市民体育館

★

国
道
24
6号

JA
深良支所

ガソリン
スタンド

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

深良小学校体育館

★
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

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

特集２
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インフォメーション

Information

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。

１月 16 日㈫　10 時～ 12 時
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
制作、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

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 25 日 ㈭　10 時 20 分 ～
11 時 30 分 
福祉保健会館３階研修室
昭和 23 年１月２日～昭和 23

年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

すそのスタイルvol.9発行

　テーマは「昼ゴハ
ン。」です。市内の
昼ゴハンにちなんだ
情報やお店などの情
報を紹介します。
市内の配布場所／市役所、各支所、

観光協会、主要観光施設、宿泊
施設など　※ vol. １～８はシ
ビックプライド推進室で配布し
ています。
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。
シビックプライド推進室

　995-1803

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。

１月 15 日㈪・22 日㈪　13 時
～ 16 時　（１回 45 分）
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

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９日㈫・16 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

４月１日㈰から、対象者の上限が高校３年生およびその年齢相当者までに引き上げられます。

市では、子どもが病気やけがをしたときに、安心して医療機関に受診できるよう、
医療費の一部を助成しています。現在、小学１年生～中学３年生が受給対象者ですが、
４月 1 日㈰から、対象者が高校３年生およびその年齢相当者までに引き上げられます。

市に住民登録がある小学１年生から 18 歳に達した日以
後の最初の３月 31 日までの子ども　※健康保険に加入
していない子どもは助成の対象外

自己負担金／現在のこども医療費助成の自己負担金と同様
です。健康保険が適用されない医療費（健康診断、予防
接種など）、文書料、おむつ代、容器代などは助成の対
象外です。

　●通院 ▼１回 500 円（月２回まで）※ 500 円に満たな
い場合はその金額●入院 ▼自己負担なし　※入院時食事
療養費標準負担額も助成の対象●薬局 ▼自己負担なし

こども医療費助成制度を拡大

子育て支援課
　995-1841

手続き／現在高校 1・2 年生の方とその
相当年齢の方の保護者にこども医療費
受給者証交付申請書を郵送します。必
要事項を記入し、子育て支援課へ提出
してください。　※現在中学３年生の
方は、４月１日以降も受給資格が継続
しますので、手続きは不要です。

受給者証／手続き後、対象者に新しい受
給者証を送付します。受給者証の発送
は３月中旬以降です。
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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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

平成８年９月に市選挙管
理委員会委員に就任し、以
来、５期 20 年の長きにわ
たり在任し、平成 16 年９
月から平成 28 年９月まで
の 12 年間、委員長を務め、
公明かつ適正な選挙運営に
尽力しました。

昭和 56 年４月に（福）桜
愛会さくら保育園園長に就
任し、平成 21 年３月まで
の 28 年の長きにわたり務
め、 平 成 21 年 ５ 月 か ら 

（福）桜愛会さくら保育園小
柄沢分園園長を務めるなど、
市の児童福祉の向上に尽力
しています。

櫻井 寛さん
元選挙管理委員長

さくら保育園小柄沢分園園長

旭日双光章
秋の叙勲

市民無料相談

１月 22 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

市民文芸誌『文芸すその』
第 37 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 37 号を市
内の書店などで販売します。

１月９日㈫～２月 28 日㈬
生涯学習センター、鈴木図書館、
戸田書店リブレ裾野店、田代新
聞センター
700 円
生涯学習センターでは、期間終
了後も継続して販売します。
生涯学習課　992-3800

県特定（産業別）
最低賃金の改正

県特定（産業別）の最低賃金が
12 月 29 日㈮から改正されます。
県最低賃金／●タイヤ・チューブ、

ゴムベルト・ゴムホース・工業
用ゴム製品製造業▶ 862 円●
鉄鋼、非鉄金属製造業▶ 898
円●はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具、輸送
用機械器具製造業▶ 911 円●
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業▶ 882 円●各種商品
小売業 850 円
静岡労働局賃金

　054-254-6315

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。

１月 25 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
１月 11 日㈭

国保年金課　995-1813

消防出初式

１月７日㈰
内容 と　き ところ
式典 13:30 ～ 市役所

駐車場一斉放水 15:10ごろ～

パレード 15:30ごろ～ 駅前通り
新道通り

【写真コンテストの実施】
消防出初式の開催にあわせ、実

施します。入賞した方には、賞状
と記念品を贈呈します。

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 15 日㈪（必着）
危機管理課　995-1817
http://www.city.susono.shizuoka.
jp/kurashi/6/8/2791.html
〒 410-1192　佐野 1059
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県総合健康センター
餅つき大会

　利用者感謝イベントとして餅つ
き大会を開催します。

１月13日㈯　１回目▶ 11 時～
２回目▶ 13 時～
県総合健康センター（三島市谷
田）
各回終了後、先着 200 人の方
に雑煮とつきたての餅を無料で
配 布 し ま す。 ワ ー ク ア ウ ト
ショップ体験コーナーがありま
す。
県総合健康センター

　973-7000

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。

１月 31 日㈬
美化センター　992-3210

ファミリー・サポート・
センター講習会

ファミリー・サポート・センター
は、子育ての手助けをしてほしい
方、子育ての手伝いをしたい方が
会員となって、一時的な子どもの
世話を有料で行っています。子ど
もを預かる方が対象の講習会を開

催します。子育ての手助けをして
ほしい方も参加できます。当日は、
託児を無料で利用できます。

①１月29日㈪９時20分～12時
　②１月30日㈫９時20分～12時
　③１月31日㈬９時20分～12時

①②裾野消防署③生涯学習セン
ター
①保育の心と子どもの遊び②子
どもの世話と小児看護の基礎知
識、安全・事故 ｢応急手当講習｣
③心の発達とその問題、保育
サービスを提供するための講話

ファミリー・サポート・セン
ター　965-3681

春休み海外研修交流事業

ホームステイや英語研修、文化
交流、地域見学、野外活動などさ
まざまな交流事業を行っています。
事前研修があり引率者もいるので、
安心して参加できます。

３月 22 日㈭～４月４日㈬の６
日間～ 10 日間程度
小学３年生～高校３年生
各 15 人程度

派遣先／イギリス、カナダ、サイ
パン、ニュージーランド、フィ
リピン、カンボジア

説明会／１月 20 日㈯　15 時～
16 時 30 分　静岡勤労者総合
会館〔静岡労政会館〕第４会議
室（静岡市葵区黒金町）
22 万８千円～ 45 万８千円
国際青少年研修協会へ資料を請
求し、お申し込みください。資
料は、説明会でも配布します。
２月１日㈭
日程や対象者、費用などは派遣
先によって異なります。 

（公財）国際青少年研修協会 
　03-6417-9721

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）
に対する意見

　市では、平成 30 年度から３
年間の高齢者保健福祉事業・介
護保険事業を定める「高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画」
の策定を進めています。市民の
皆さんから、第８次高齢者保健
福祉計画・第７期介護保険事業
計画（素案）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／社会福祉課、介護保
険課、富岡支所、深良支所（福
祉保健会館内）、須山支所、
市役所 1 階の情報公開コー

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、社会福祉
課または、介護保健課へ提出
してください。市役所 1 階
情報公開コーナーの意見提出
箱や支所へ提出することもで
きます。　※郵送、メール、
ファクス可
１月 25 日㈭
社会福祉課　995-1819
992-3681
〒 410-1192　佐野 1059
hukushi@ci ty .susono.
shizuoka.ne.jp
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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。匿名や仮名での参加も
できます。

１月 20 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

フラワーゼリー
体験教室＆交流会

恋来い支援センターで、作って・
見て・食べておいしいフラワーゼ
リーの体験教室を行います。作っ
た後は、紅茶やコーヒーを飲みな
がら交流会を行います。

１ 月 27 日 ㈯　13 時 30 分 ～
16 時 30 分　※受付▶ 13 時～
生涯学習センター学習室２
男女各８人
おおむね 45 歳以下の独身の方

講 師 ／ 田 村 裕 美 さ ん（ 花 乃 愛
konoe 代表、MammySweets
Art フラワーゼリーケーキ認定
講座インストラクター）
電話または、ファクス、メール
で、氏名・年齢・性別・住所・
連絡先（携帯電話・メール）を
お知らせください。
１月 19 日㈮
恋来い支援センター　956-0756

　（㈫～㈯の９時～ 17 時）
992-4047
koikoi@machitera.jp

タニタの社員食堂セミナー

　「タニタの社員食堂」で実践し
て い る 健 康 づ く り の 方 法、 メ
ニュー作りのコツなど食を通して、
ワーク・ライフ・バランスに配慮
した働き方や女性の活躍推進につ
いて考えるセミナーです。

１月28日㈰　14時～15時30分
生涯学習センター学習室１
60 人（先着順）

テーマ／タニタ食堂に学ぶワー
ク・ライフ・バランス

講師／㈱タニタヘルスリンク管理
栄養士
電話またはファクスで、受講者
全員の氏名、代表者の住所・電
話番号をご連絡ください。
１月 10 日㈬９時～
生涯学習課　992-3800
992-4047

市民活動セミナー
まちづくりカフェ第４回

　子どもの話、ママ友の話、地域
の方の話をどうやって聞くと良い
か。楽しく実戦形式で、自分に合
う聞き方を身に付けます。

１ 月 13 日 ㈯　13 時 30 分 ～
16 時
生涯学習センター学習室１
30 人（先着順）

テーマ／きき上手になろう！
講師／青木将幸さん（青木ファシ

リテーター事務所代表）
電話または、ファクス、メール
でお申し込みください。
キッズスペースがあります。
市民活動センター　950-8875

　（㈫～㈯の９時～ 17 時）
992-4047
scenter@machitera.jp

普通救命講習会

１月 28 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
遣所に直接お申し込みください。
１月 27 日㈯
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

第６回富士山芸術展作品

　富士山世界文化遺産市民協議会
で、富士山の日関連事業として富
士山芸術展を２月 23 日㈮～３月
２日㈮生涯学習センターで開催し
ます。富士山を題材にした写真や
絵画、絵手紙、布手芸などの作品
を募集します。
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
生涯学習センターにある申込票
に必要事項を記入し、生涯学習
課へ直接またはファクスで提出
してください。
１月 19 日㈮

搬入／２月 23 日㈮９時～ 12 時
搬出／３月２日㈮ 16 時以降
搬入・搬出場所／生涯学習セン

ター１階展示室 
●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、展示用のひもを張ってくだ
さい。●搬入・搬出は個人で行っ
てください。
生涯学習課　992-3800
992-4047
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Q 「洋服の不用品があれば買い取る」と電話が
かかってきたので承諾した。男性が来訪し、

洋服を見て「これは値段がつかない。アクセサリー
はないか」と言われた。指輪などをまとめて買い取
られたが安すぎると思い、買い戻したいと電話した
が断られた。返品してほしい。

Ａ 自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、
購入業者は、突然訪問して勧誘することはで

きません。また、電話で連絡した場合でも、事前に
承諾された買い取り対象以外の物品について売却を
求めることはできません。貴金属などの売却を求め
られたときは、はっきり断りましょう。訪問購入は
クーリング・オフ（無条件解約）できます。期間中
は業者への物品の引き渡しを拒むこともできます。
困ったときは消費生活センターへご相談ください。

老化のカギを握るのは「食生活」
老後を元気に過ごすためには、食生活が極めて重

要です。老化のカギを握る “ 栄養 ” についての正し
い知識を得ることと同時に、自分で食事の内容を考
え、用意して食べる「食生活の営み」が重要です。
「食事を準備する」という行為は、何を食べるか、
どんな料理を作るかを考え、店先に並んだ食材を見
て選び、金銭の管理をします。そして、どんな手順
で、どんな道具を使って調理をし、味付けをするか
を考えます。思考する機能は常に使っていれば衰え
にくく、老化を遅らせることにつながります。上げ
膳据え膳は快適なサービスのように思いますが、私
たちから思考する機能を発揮する機会を奪い、結果
的に老化の進行を早めます。　　　

消費生活センター　 995-1854

消費者相談室 Counseling Room

1/4～3/31創業45周年祭

宿泊コース

広告を見たと言って
お問い合わせください

驚きのプライス！！

（土曜日は除く）
★更にカラオケ毎日無料
★ランチ520円が100円！

日帰り入浴終日コース

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、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、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

消費生活センター便り 消費生活研究会

データバンク
12 月１日現在

人　口　52,581人�（＋49人）
　男　　26,700人�（－８人）
　女　　25,881人�（＋57人）
世　帯　21,730世帯
� （＋59世帯）
内、外国人� 856人526世帯

平成29年度　全国統一防火標語
　 火の用心
　　　 ことばを形に
　　　　　　　　 習慣に
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１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

4祝

●幼児コース
●小学生コース
●スーパーエリートコース

・・・・・・・・・・・・・・・生後6ヶ月～年中(ママも一緒の50分/週1回)
・・・・・・・・小学1年生～3年生(年間43回無学年制/週190分)

・・・小学4年生～6年生(無学年制/週190分)

・・・・・・・・・お誕生日～生後5ヶ月(約1時間/月1回)★Happy Babyコース
右脳開発コース

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29年７月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫
13:00〜13:30

平成28年６月
生まれの方

２歳児
親子教室

23日㈫
９:00〜９:15

平成27年12月・平成
28年1月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

11日㈭
13:00〜13:15

平成27年７月
生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭
13:00〜13:30

平成26年12月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
15・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

10日㈬ 9:00〜 9:30
12日㈮18:00〜18:30
26日㈮ 8:45〜 9:00

初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

29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

15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

10日㈬・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㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日（曜日） 時　間
 ９日㈫　 17:00 〜 19:45
16日㈫※  9:00 〜 11:30
24日㈬　 13:00 〜 15:30
30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 5 6

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

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

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

内科 整形 内科 内科 内科 内科 整形
28 29 30 31

整形 外科 内科 整形
※３日㈯・13日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

15
2018.1.1



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 ㈫ 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 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

17 ㈬ 森医院 966-2017 石川 頴川医院 921-5148 高島本町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

18 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

19 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 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

21 ㈰

小林内科医院 921-2165 米山町 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

須山診療所 998-0006 須山 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

22 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

23 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

26 ㈮ 柿田川医院 973-3601 柿田 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

27 ㈯ 東名裾野病院 997-0200 御宿 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原
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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 内 科 外 科 小児科

28 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 遠藤クリニック 975-8801 久米田

永野医院 962-4450 大岡 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

新井内科
クリニック 992-0811 久根 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

29 ㈪ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

30 ㈫ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

31 ㈬ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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 ㈰ 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　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野　　

28 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩　

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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１月の休館日

11 月 23 日㈭に地酒の夕べが行われ、裾野高生
がデザインをしたラベルの新酒がお披露目されまし
た。この新酒をプロデュースしたのは、「みしまや」
の江森慎さん。

江森さんは、中学を卒業し、陸上競技に打ち込む
ために当市を離れました。その後、神奈川大学へ進

み箱根駅伝へも参加。就職も市外の企業へ進みまし
た。その間は裾野を思うことは少なかったのですが、
父親の入院を機に地元へ戻ることを考え始めました。
地元を離れ経験したことが仕事や地域のために役に
立てればという思いもあり、家業の酒屋を継ぐこと
を決意しました。

今回のプロデュースは「酒離れ」が危惧される中、
次代を担う若者に酒業界へ関心を持ってもらえれば
と、参画をタブーとされていた高校生にあえて協力
を求め、ラベルのデザインをしてもらいました。ま
た、酒米農家の皆さんと意見交換を行い、みんなで
この「作品」を作り上げました。「今は未成年でこ
の作品を飲めない高校生が、自分たちの活動を掲載
した新聞で作品を包み熟成させ、20 歳になったら
親や友達と思い出話をつまみに飲んでもらいたいで
す。そんな姿を想像すると楽しみです」と江森さん。
「先人が積み重ねてきた歴史に敬意を払い継承し

つつ、いろいろな方の力を集めて、新しいものを作
り上げて行きたいです。市内には酒造りに適した素
材があるので、地元で作れるようにしたいです」と
すてきな笑顔で夢も語ってくれました。

 温故創新　新酒をプロデュース

江森 慎さん（上町・35 歳）

１日㈪～３日㈬・９日㈫・15日㈪・
22日㈪・29日㈪

富士山八合目以上の争い

富士山頂には富士山本宮浅間大社の奥宮がありま
す。現在でも夏の登山期間中は浅間大社の神主が詰
め、神事や登山客の応対にあたっています。

文書は、1779年に評定所から出された判決文です。八
合目で行き倒れになった死人の扱いに端を発して、須
走村富士浅間神社と富士山本宮浅間大社との間に八合
目以上の支配に関係した争いが起き、上吉田村（山梨
県）との間にも山頂の土地をめぐっての争論が起きま
した。文中「今般衆議の上定趣ハ冨士山八合目より上ハ
大宮持多るへし」とあるように、八合目以上は富士山本
宮浅間大社の所有地だと正式に認定されました。

評定所は幕府の訴訟裁判機関で、寺社奉行・勘定
奉行・町奉行の他に老中１人で構成されるのが原則
でした。現在でいう最高裁判所にあたります。

（富士山資料館展示品）

評定所の判決文

石井好子メモリアル音楽祭 2018
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.16 ～
多数の豪華ゲストによる、一夜限りのステージを

ぜひご覧ください。
と　き／３月10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 13 日㈯ 9 時～

初日の受付：特設電話 993-9221 のみ
14 日㈰以降の受付：文化センター窓口と電話
※受付時間 ▼９時～ 21 時

出　 演 ／美川憲一、木の実ナナ、岩崎宏美、秋川雅史、
髙田利江、花園直道　ゲスト 水谷八重子、瀬間千恵

美川 憲一 木の実 ナナ 岩崎 宏美 秋川 雅史
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特集１

市議会 12月定例会
条例改正や補正予算など 21議案を審議

市議会 12 月定例会が 11 月 27 日㈪から 12
月 13 日㈬までの 17 日間の日程で行われまし
た。条例改正や補正予算など 21 案件が審議さ
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
3 月 31 日に任期満了となる渡邊早苗氏を引き続き

推薦し、勝又敦子氏を新たに推薦することが適任とさ
れました。

◆部設置条例の一部改正
企画部内の財政部門を総務部へ移管するなど効率的

で効果的な行政運営を図り、行財政改革を推進するた
め、条例の改正をしました。

◆特別会計条例の一部改正
下水道事業に地方公営企業法の規定を適用させるこ

とに伴い、下水道事業特別会計を公営企業会計に改め
るため、条例の改正をしました。

◆水道事業の設置に関する条例の一部改正
下水道事業に地方公営企業法の規定の適用を定める

ことに伴い、同事業を公営企業とするため、条例の改
正をしました。

◆公の施設の区域外設置及び利用に関する長泉町との
協議
効率的に公共下水道を整備するため、市の公共下水

道施設を長泉町内に設置し、当該施設を長泉町の皆さ
んも利用することについて、長泉町と協議することに
なりました。

◆建設工事請負変更契約の締結
深良中学校校舎耐震・防水改修工事で、笠木ウレタ

ン防水工事の追加などに伴い、470 万 5,560 円を増
額し、1 億 8,290
万 5,560 円 で 請
負変更契約を締結
することが可決さ
れました。

深良中学校
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特集１

一般会計補正予算（第５回、第６回）

既定の予算総額に 2 億 3,400 万円を追加し、歳入
歳出予算総額をそれぞれ 203 億 5,500 万円としまし
た。主な内容は次のとおりです。

【債務負担行為】
▶放課後児童室運営委託

保護者の負担軽減および運営サービスの質の向上を
図るため、現在の保護者による運営体制を見直し、平
成 30 年度から希望する児童室は、民間事業者による
運営手法を導入します。

▶都市計画街路平松深良線整備事業用地取得費
事業用地を計画的に取得し、将来の交通需要および

市街地の発展を図ります。

▶鈴木図書館駐車場用地取得費
鈴木図書館近接地を取得し、施設利用者の利便性向

上を図るため、駐車場整備を実施します。

【補正予算】
▶住宅建設等促進事業

住宅の新築などに対する助成を追加し、定住人口の
増加および地域経済の振興を図ります。

▶住宅等建築物耐震化推進事業
昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の耐震化

を促進する「プロジェクト TOUKAI- 0
ゼロ

事業」につ
いて、今年度までの県費上乗せ補助を活用し、木造住
宅の耐震化を促進します。

▶中小企業経営革新事業
新たな事業創出を促進し経営の向上を図るため、新

商品の開発など新たな事業活動による経営革新計画の、
県知事承認を受けた事業に対し、補助を実施します。

▲放課後児童室

施設の指定管理を指定しました。
●市民文化センター、市民文化センター図書室、
生涯学習センター
指定管理者▶㈱ケイミックスパブリックビジネ

ス
指定期間▶平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年

３月 31 日まで

●デイサービスセンターいきいきホーム、いずみ
荘、すやまホーム
指定管理者▶（福）裾野市社会福祉協議会
指定期間▶平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年

３月 31 日まで

●ヘルシーパーク裾野
指定管理者▶（一財）裾野市振興公社
指定期間▶平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年

３月 31 日まで

▲市民文化センター図書館

▲いずみ荘

▲ヘルシーパーク裾野

公の施設の指定管理者の指定
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特集２

所得税などの確定申告が始まります
市・県民税の申告も同時実施

平成 29 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。

課税課市民税係
995-1810

沼津税務署
922-1560

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、次の①～③のいずれかにに該
当する方など
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ふるさと納税ワンストップ特例で５カ所を超える

自治体に申請した方
●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 30 年 1 月 1 日（賦課期日）に市に住民登録が
あり、次の①～④のいずれかに該当する方
①給与所得以外の所得や、公的年金など以外に平成

29 年中の課税所得がある方
②平成 29 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。

確定申告受付日時・会場

とき ところ
２月 16 日㈮～３月 15 日㈭ 

９時～17時（受付▶16時まで）
※土・日曜日は除く

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・日曜日は除く
市役所４階
401 会議室

２月 28 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
申告書の記載漏れがないか確認することがあります。

※キラメッセぬまづ会場は、混雑の状況では、早めに
案内を終了する場合があります。

※期間中、沼津税務署では申告書の作成指導は行いま
せん。

◆◆次の方は、キラメッセぬまづへ◆◆
●平成 29 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ていない住宅の新築、

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 28 年分以前の申告をする方
●消費税・贈与税の申告をする方
●申告書の控えに税務署の収受印が必要な方
※その他、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を要する場合は、キラ
メッセぬまづ会
場にご案内しま
す。

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

キラメッセ
ぬまづ会場
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特集２

申告に必要なもの

□平成 29 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
□医療費の明細書または領収書、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　※持っていない方は、通知

カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しな
ど番号確認ができる書類と運転免許証や公的医療保
険の被保険者証、パスポートなど身元確認ができる
もの（顔写真のないものは２種類以上必要）

□地方公共団体や日本赤十字社などに寄付をした領収
書（ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方で
も確定申告をする場合は、領収書が必要です）

医療費控除の必要書類は
領収書から明細書になります

平成 29 年分の確定申告から領収書の代わりに医療
費控除の明細書の添付が必要になります。ただし、平
成 31 年分の申告まで領収書の提示または提出でも申
告できます。領収書は自宅で５年間保存する必要があ
ります。
◆セルフメディケーション税制

平成 29 年分の確定申告から医療費控除の特例とし
てセルフメディケーション税制が始まります。この制
度は、健康の保持増進と疾病の予防への取り組みとし
て勤務先で実施する定期健康診断・インフルエンザの
予防接種などの取り組みを行っている方が、自分や家
族のために特定一般用医薬品購入費（12,000 円以上）
を支払った場合には、一定の金額の所得控除（医療費
控除）を受けることができます。従来の医療費控除を
併せて受けることはできません。
特定一般用医療品／購入の際の領収書などに対象商品

である旨が表示されています。詳細は厚生労働省
ホームページに掲載されている「対象品目一覧」を
ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000124853.html

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。所得税および復興特別所得税、消費税および地方
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。

http://www.nta.go.jp/

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・日曜日は除く
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

けしていません。

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
控除対象者認定証が必要です。介護保険課または障が
い福祉課へご相談ください。
介護保険課　995-1821

　障がい福祉課　995-1820

●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 28 年分の確定申告書や収支内訳書などの
控えがある方は、控えを持ってくると手続きが
スムーズにできます。
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特集３

第３回すそのおんぱく~裾野温故知新博覧会~
あなたの「裾野」を見つけに行こう！　ますます「裾野」が好きになる！

身近な地域を会場に、地域の資源を活用し、裾野の魅力が詰まった、モノ・ヒト・
コトと出会い、つながるベント「すそのおんぱく」を開催します。プログラム提供
者と参加者が一緒に作り上げていく参加型体験イベントです。

３月３日㈯～ 25 日㈰
予約制です。定員になり次第締め切ります。
ホームページ・メール▶２月３日㈯～、

　電話▶２月４日㈰～

●詳細は、すそのおんぱくパンフレットまたは、す
そのおんぱくホームページをご覧ください。

　●プログラムには原則として費用がかかります。
https://shizuoka-onpaku.jp/susono/

プログラム名 とき ところ（集合場所) 申し込み・問い合わせ
自分だけの自家焙煎コーヒーを

（コーヒー焙煎体験） ３月３日㈯・11日㈰ 古民家 縁
おひさまカフェ 946-6159（渡辺）

カレー屋小松の「カレー須山うどん」 ３月５日㈪・
13日㈫・20日㈫ カレー屋小松 992-0556（小松）

見て可愛いひな祭りランチ&食べてびっ
くりスイーツセットを食べよう 期間中㈮・㈯開催 ビューティーチェリー

カフェ
919-7446、 
090-8541-4538（増田）

「地域の宝、里山」？ 来て見なよ
(里山での自然体験）

３月4日㈰・18日㈰・
25日㈰ 蜘

くも
ヶ
が
池
いけ

前（公文名） 090-2689-6913（須藤）

SOFA meets SAKE
ソファに座ってお酒を学ぼう ３月24日㈯ FACTORY&STORE 

MANUALgraph 992-2631（前田）

カフェ＆フーズ　当日限定あり！
おいしいのんマルシェ

（飲食だけのマルシェ）
３月17日㈯ 市民文化センター

多目的ホール 090-3250-9400（市川）

大ホール舞台裏探検ツアー 3月3日㈯ 市民文化センター 993-9300

ヨガ＆ノルディックと
整体でからだリセット

ヨガ＆ノルディック ３月11日㈰・25日㈰ 市民文化センター 090-9923-4933 
east-one@80skip.com 整体 ３月11日㈰・25日㈰ East-One本店

30分で！「温感エステ」「血流測定」 期間中開催 
※㈭･㈰･祝日を除く 金時堂須賀薬局 993-0189

（担当：土屋、山内）
美髪シャンプー講習 ３月13日㈫

Dezir hair&nail 997ｰ8111（勝又）　
ジェルネイル体験 期間中㈫～㈯開催
結んで作る自分だけの
マクラメアクセサリー

３月９日㈮・
16日㈮・23日㈮ 駅前通りかどや西隣り すそのおんぱくHP

究極リサイクル！プラスチックから燃料油
(ペットボトルキャップ) ３月10日㈯ 豊富士商事株式会社 992-4112（赤松）　

眠ってたクロック再び！ ＆
オリジナルクロック作り ３月17日㈯・18日㈰ ニノミヤ時計店 992-0440（二ノ宮）

睡眠負債を解消！「寝具」と「眠り」の相談店
(“良い眠り”の疑似体験）

３月３日㈯・11日㈰・
19日㈪ ふとんの前島 993-0443(前島)

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） ３月10日㈯ ヘルシーパーク裾野

周辺スタート・ゴール
http://www.susono-
hatena.com/geodesusono/

旬の花束を！！菜の花・麦・レンゲ草で
３月10日㈯ フラワーサロン レッド

ストーン(さんかえん)
090-2137-3460(深野）

３月24日㈯ 須山･ファミリーの森
ファーム(大野原)
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特集３

商工観光課
995-1825

プログラム名 とき ところ（集合場所) 申し込み・問い合わせ
旧植松家住宅　伝統芸能×日本酒講座

（講談鑑賞と利き酒） ３月25日㈰ 旧植松家住宅
（中央公園内） 993-1553（江森） 

和のルームシューズ健康布ぞうり作り
体験（ランチ付き） ３月12日㈪ 和風れすとらん

みよし 993-5555（堀口）

富士山のお皿を作ろう ３月23日㈮・24日㈯・
25日㈰ 深良窯　村上陶房 997-4057（村上）

大人の雛祭り「癒やしの音楽と地元ダイ
ニングで心豊かに．．」（Faithのライブ） ３月３日㈯ すそのテラスかどや 919-4031

おんぱくカフェ（おんぱく案内＆交流） 期間中随時開催 すそのテラスかどや 919-4031

裾野産イチゴを使った
スイーツレシピコンテスト

レシピ応募期限▶２月28日㈬ 
審査発表会▶３月21日㈬ いわなみキッチン mr2yu.96@incloud.com

裾野を再発見するトークセッション
(裾野の魅力を解き明かす） ３月７日㈬ いわなみキッチン http://www.susono-

hatena.com/ksw/

ライスペーパーを使ったベトナム料理
教室(ベトナムコーヒーも楽しめます） ３月10日㈯・24日㈯ いわなみキッチン 080-3050-2403（高橋）

ノルディック・ウォーク体験会
古民家ランチ 3月4日㈰、10日㈯ 市役所駐車場 090-4231-1562(土屋)

本気のトレジャーハント２！
裾野駅前商店街 ３月３日㈯ 小柄沢公園 080-1021-1639(高橋)

ブラタグチ（すそのまち歩き） ①３月３日㈯②３月10日㈯
③３月17日㈯

①南小学校②佐野
原神社③岩波駅 090-3153-8507(田口)

「お姫様ウィーク」に一度デトックス
しませんか？

３月３日㈯・４日㈰・10日㈯・
11日㈰(その他応相談) 開

か い ふ く ど う
笑喜堂 090ｰ4857ｰ5146(関口)

木漏れ日の中の癒しと思いを繋ぐ
フリマ(ハンモックでひとやすみ） ３月３日㈯・４日㈰ 中央公園 992-5005(観光協会)

アウトドアでラフター
ヨガ！

ノルディック
ウォーキングで
笑おう

３月18日㈰ 市民文化センター
080-2615-0841(志田)

須山で笑おう ３月21日㈬ 須山研修センター

「酸素カプセル60分」初回1,000円！ 期間中開催　※㈬を除く サワキュウスポーツ 992ｰ0462(伊丹)

史上最高の自分
になるインナー
ビューティー

骨盤ケア ３月８日㈭ 生涯学習センター

090ｰ4475ｰ2547(吉田) ヘルシースナッ
キング★

３月５日㈪・12日㈪・
13日㈫・15日㈭・19日㈪

おひさまカフェ、まめ
きゅう、ビューティー
チェリーカフェ

大人女子に贈る
「はじまりの森」へ続く
(お試し体験
プログラム）

スクロールガー
ランド作り★ ３月３日㈯

まめきゅう＆
Mamecafe

compote0801@gmail.
com

クレイでボディ
ケア★ ３月５日㈪ petit.point@yahoo.

ne.jp

裾野市のカレンダーを使って
富士山紙バッグを作ろう！★

３月23日㈮・
24日㈯・25日㈰

まめきゅう＆
Mamecafe

masaetomooka@
yahoo.co.jp

コラボワークショップ
（4種類の体験プログラム+軽食） ★のプログラム日程 まめきゅう＆

Mamecafe ★の問い合わせへ連絡
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フォトグラフ

Photograph 11・12月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／杉本武滿さん・佐野

福祉・消防のふれあいイベント� 11月19日

第 35 回ふれあい広場とふれあい消防広場が、福祉保健会館と裾
野消防署で行われました。ふれあい広場ではステージイベントや模
擬店などがにぎやかに繰り広げられました。ふれあいを通じて、ボ
ランティアの皆さんのぬくもりが伝わる一日となりました。

みんなで子育てするまち推進事業として、100にんdeベビマが市
民体育館で行われました。赤ちゃんに触れることで発達を促し、絆を
深める効果があるベビーマッサージを100組の親子が体験しました。
会場では育児相談や栄養相談、ワークショップなども開かれました。

ポイントは目を見て話しかけながら� 11月17日

冬の凍てつく寒空に、ほっとするような赤い実の房をつけるのは
イイギリです。昔、桐の葉に似た大きな葉っぱで飯を包んだのがそ
の名の由来とされています。正月飾りにも使われるこの実は鳥たち
も大好物で、この日も喜んでついばんでいました。

寒空にたわわに実る赤の房
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Photograph 2018.11・12

しずおか市町対抗駅伝で力走� 12月2日

県内 35 市町から 39 チームが出場し、第 18 回市町対抗駅伝競
走大会が静岡市内で行われました。12 区間、42.195 ｋｍを力走
した当市の代表チームは市の部 27 チーム中 11 位。入賞は逃しま
したが歴代 3 番目の好タイムでゴールしました。

成長した姿を披露� 11月19日

児童館まつりが行われました。北児童館の教室に通う児童が歌や
踊りを発表。家族に成長した姿を披露しました。茶道教室を受講す
る児童は抹茶をたて、来場者に振る舞いました。一人一人に「お菓
子をどうぞ」と丁寧に声をかけるなどし、本格的な茶席でした。

ワールドカップへの出場権を獲得� 12月9日

当市を拠点にしているJFAアカデミー福島の女子選手７人が、ア
ジア選手権の代表に選出され、U-19が優勝、U-17が第３位で W杯
への切符を手にしたことを市長に報告しました。選手らは「世界大会
の代表にも選出されるよう頑張ります」と意気込みを語りました。

すそのん、さみっとに初参加� 11月25・26日

世界キャラクターさみっと in 羽生が開催されました。すそのん
は、長野県大町市のおおまぴょん、栃木市のとち介とステージに登
壇。おばけごっこの寸劇を披露しました。さみっとには、約 360
のキャラクターが参加し、たくさんの来場者と触れ合いました。

優れた技能者2人を表彰� 11月22日

技能功労者表彰式が市役所で行われました。とび・土木工事業の
山之内睦朗さんと農業の渡邊保さんを表彰しました。渡邊さんは受
彰者を代表し「これからも腕を磨き、後進の育成に努力したいです」
と謝辞を述べました。

各地区でコミュニティまつりを開催� 11月26日

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行いました。富岡地区コミュニティまつり
では、富岡中学校吹奏楽部の演奏や、矢崎部品㈱裾野製作所の海外
研修生による民族舞踊を披露し、まつりを盛り上げました。
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特集４

消防団員募集
あなたの力を地域防災のために

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。大切な街を守る仲間を募集し
ています。地域防災にあなたの力が必要です。

危機管理課
995-1817

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 215 人、
女性 21 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、各地区ごとに組織されている
分団に所属し、それぞれの分団の詰所を拠点として行
います。女性の方は、女性消防団に所属し、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。

消防庁の消防団オフィシャルウェブサイト
http://www.fdma.go.jp/syobodan/index.html

市公式ウェブサイト
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　kurashi/6/8/index.html

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
に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ると、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。

入団後の処遇�～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。災害への出動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。
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インフォメーション

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　

Information

無料合同相談会

２月３日㈯　10 時～ 15 時
プラサヴェルデ４階会議室（沼
津市大手町）
弁護士、公認会計士、司法書士、
税理士、不動産鑑定士、社会保
険労務士、弁理士、土地家屋調
査士が相談に応じます。
県司法書士会
　054-289-3700

年金受給者のための
確定申告書作成指導

申告書の作成指導を行います。
２月 14 日㈬・15 日㈭
９時～17時　※ 16 時受付終了
キラメッセぬまづ２階プラサ
ヴェルデギャラリー（市民ギャ
ラリー）（沼津市大手町）
年金受給者の方
公的年金などの源泉徴収票など
所得金額の計算に必要な書類、
各種控除の証明書・領収書、は
んこ、電卓、筆記用具、預貯金
口座（本人名義）の分かるもの、
マイナンバーカード（ない方は
通知カードと運転免許証など）、
前年分の申告書（控）など
沼津税務署　922-1560
課税課　995-1810

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。

２月 22 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
２月８日㈭
国保年金課　995-1813

不動産無料相談会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

２月７日㈬
受付時間／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）
土地家屋調査士、建築士、宅地
建物取引士などの資格保有者、
弁護士、司法書士、税理士が相
談に応じます。
（公社）全日本不動産協会県本部
054-285-1208

不動産の相続登記は
お済みですか？

近年、相続登記が未了のまま放
置されることで、所有者不明土地
問題や空き家問題が大きな社会問
題になっています。自分の権利を
大切にし、次世代の子どもたちの
ために、未来につなぐ相続登記を
しましょう。
静岡地方法務局沼津支局
　923-1201
　県司法書士会　054-289-3704
　県土地家屋調査士会
　054-282-0910

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。
●加茂設備工業

三島市佐野見晴台 1-38-2
TEL 913-3939
●渡正配管工業㈱

沼津市多比 154-1
TEL 939-1338
上下水道課　995-1834

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

深良 2月  2日㈮ 生涯学習
センター

須山 2月  6日㈫ 須山コミセン
東 2月  7日㈬

生涯学習
センター富岡 2月  8日㈭

西 2月14日㈬

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

110 番は緊急通報です

事件・事故、不審者などの情報
は直ちに 110 番通報し、警察官
が到着するまで、危険を避けて待
機してください。

緊急性のない相談や落し物の問
い合わせなどは、裾野警察署へ連
絡をお願いします。
裾野警察署　995-0110

平成 29 年度市防火標語
「火の元は？」
　出かける前の　合言葉

マッグデイ 快さん
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インフォメーション

Information

障がい児放課後等デイサービス
事業所を追加

事業所名／放課後等デイサービス
IRODORI いわなみ
営業時間／平日▶ 13 時～ 18 時

土・日曜日・祝日・長期休暇▶
９時～ 18 時
岩波 146-1
小・中学校や高校に通学してい
て、終業後または休業日に支援
が必要と認められた障がい児
終業後または休業日に、生活能
力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進、その他必
要な支援を行います。
利用料／世帯の収入状況によって

限度額があります。（おやつ代
▶１日 50 円、食事代▶１日
250 円）
●送迎サービスがあります。●
利用に際しては、障がい福祉課
で手続きが必要です。●既存施
設 の IRODORI の 名 称 は

「IRODORI いずしまだ」に変
更になりました。
㈱ IRODORI　941-5400

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２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

ラウンドフィットネス教室

筋力トレーニングと有酸素運動
を交互に行います。シェイプアッ
プ、代謝の改善、筋力アップなど
の効果があります。リズムに合わ
せて楽しく簡単にできるトレーニ
ングです。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

不定期　※お越しになる前に市
スポーツ施設（運動公園）のホー
ムページまたはフェイスブック
でご確認ください。
運動公園陸上競技場内会議室
高校生以上の方
100 円
運動できる服装、室内履き、タ
オル、飲み物
運動公園　997-7277

ハローワークプラザ裾野
ハローワーク沼津の開庁日変更

　２月 19 日㈪からハローワーク
プラザ裾野の土曜日開庁とハロー
ワーク沼津の夜間開庁が廃止され
ます。新しい開庁日・開庁時間は
次のとおりです。
ハローワークプラザ裾野

開庁日 開庁時間
㈪～㈮ 10:00 ～ 18:00

ハローワーク沼津
開庁日 開庁時間
㈪～㈮ ８:30 ～ 17:15

第２・４㈯ 10:00 ～ 17:00

ハローワークプラザ裾野
　993-8631
　ハローワーク沼津　931-0145

金融講座

くらしの中の金融について学び
ませんか。

２月 10 日㈯　10 時～ 12 時
生涯学習センター学習室１
50 人（先着順）

テーマ／争族にならないための相
続対策
講師／小林靖幸さん（司法書士・

行政書士）
商工観光課　995-1857
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２月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲小澤土建
☎992-1401

４日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

10日㈯ パイピング横山
☎992-3329

11日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

12日㈪ 植松水道
☎992-4644

17日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

18日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

24日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

25日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070 16日㈮～ 確定申告

23日㈮ 富士山の日

25日㈰ すそのんお誕生会2018

２月　カレンダー

データバンク
１月１日現在

人　口　52,484人� （－97人）
　男　　26,643人� （－57人）
　女　　25,841人� （－40人）
世　帯　21,664世帯�（－66世帯）
内、外国人� 841人�514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

水道料金・下水道使用料� 第６期分

後期高齢者医療保険料� 第７期分

お知らせ

タニタの社員食堂セミナー

㈱タニタヘルスリンク管理栄養
士による「タニタの社員食堂」で
実践している健康づくりの方法、
メニュー作りのコツなど食を通し
て、ワーク・ライフ・バランスに
配慮した働き方や女性の活躍推進
について考えるセミナーです。
●簡単にできる小中学生のごはん

２月11日㈰  14時～15時30分
生涯学習センター２階学習室１
朝ごはんの効果、噛むことの効
果と噛むための調理方法、受験
やテスト期間の食事、コンビニ
の活用方法などを学びます。
60 人（先着順）

●作ってみよう！タニタの人気レシピ
２月 25 日㈰
10 時 30 分～ 13 時 30 分
生涯学習センター２階調理室
基本的な調理のできる方
30 人（抽選　※抽選後当選者
にのみ詳細を連絡）
1,500 円
電話またはファクスで受講者氏
名、住所、電話番号を連絡して
お申し込みください。　※複数
人で申し込む場合、住所と電話
番号は代表者のみ
１月 17 日㈬～ 23 日㈫
生涯学習課　992-3800
992-4047

市民活動セミナー
まちづくりカフェ第５回

個人の気付きをみんなに伝え、
行動に変えていく手法（コミュニ
ティ・オーガナイズ）を学びます。

２月14日㈬  10時～12時30分
市民文化センター会議室
30 人（先着順）

テーマ／仲間を生み出す「語り」

の力
講師／室田信一さん（首都大学東

京准教授、NPO 法人コミュニ
ティ・オーガナイジング・ジャ
パン代表理事）
キッズスペースがあり、子ども
と一緒に参加できます。
市民活動センター

　950-8875
992-4047
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救急協力医

２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㈭ 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

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

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

４㈰

林医院 931-1120 住吉町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

５㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

６㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 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

７㈬ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 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

８㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

９㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

10 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈰

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

本村クリニック 969-0001 大塚 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

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山
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２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

４㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

永井眼科
980-1777 萩　　　

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　　

11 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

小川歯科医院
993-3200 佐野　　

12 ㈪ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

伏見歯科医院
972-3040 伏見　　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈪

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

あめみや内科 935-1159 吉田町 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 遠藤クリニック 975-8801 久米田

13 ㈫ 境医院 975-8021 竹原 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

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

15 ㈭ 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
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市立鈴木図書館
992-2342
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年
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１
月15

日
号

鈴木　花
か ほ こ
穂子ちゃん

（２歳２カ月・上町）

松岡　優
ゆう

ちゃん
（３歳・上町）

杉山　澄
す
春
ばる

くん
（２歳 8カ月・須山一）

勝又　日
ひ な こ
菜子ちゃん

（１歳 10カ月・水窪）

勝又　璃
り こ
子ちゃん

（2歳 9カ月・千福が丘）

●２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

ファーストブック
 21日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 28日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

セカンドブック
 21日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 28日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ７日㈬ 10時〜17時 本館２階視聴覚室
 15日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 23日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

科学遊び教室
 17日㈯ 13時30分〜15時30分 東西公民館

親子おはなしの会
 20日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

●書初め展
　　 2月1日㈭〜2月11日㈰ 本館２階展示室

●雑誌付録プレゼント
　　 2月24日㈯ 本館１階

新刊おすすめ本

●痴漢冤罪
著：新堂冬樹　祥伝社
●デッド・オア・アライブ　DEAD OR ALIVE
著：楡周平　光文社
●襷を我が手に
著：蓮見恭子　光文社
●代理人
著：本城雅人　実業之日本社
●メガネと放蕩娘　Hometown revival blues
著：山内マリコ　文藝春秋　

一般書

２月の休館日 ５日㈪・13日㈫・19日㈪・22日㈭・26日㈪

●ソーリ！
作：濱野京子　画：おとないちあき　くもん出版（くもんの児童文学）
●四重奏デイズ
作：横田明子　岩崎書店（物語の王国　2-11）
●図書館にいたユニコーン
作：マイケル・モーパーゴ　絵：ゲーリー・ブライズ　徳間書店
●ひとりでえほんかいました
作：くすのきしげのり　絵：ゆーちみえこ　アリス館

児童書
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便利なマイナンバーカードの活用を！
各種証明書をコンビニで取得できます

特集１

マイナンバーカードは通知カードを受け取った後、申請
すると交付されるプラスチック製のカードです。顔写真付
きの身分証明書として利用できる他、コンビニで住民票な
どの証明書の取得や e-TAX（インターネットでの確定申
告）の利用などができます。マイナンバーカードは申請か
ら交付までに１カ月ほどかかるため、利用する方は余裕を
持って手続きしてください。

全国のコンビニなどで各種証明書を取得

コンビニなど対応店舗のマルチコピー機で住民票な
どの証明書が取得できます。以前、市役所正面玄関な
どに設置していた自動交付機の運転は平成 28 年７月
で終了しました。夜間や土・日曜日、祝日に証明書を
取得する場合にはコンビニ交付をご利用ください。
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、ミニストップ、
セイコーマート、セーブオン

次の一部の店舗／ A コープ北東北、イオンリテール、
コミュニティ・ストア、エーコープ鹿児島、ポプラ

持ち物
マイナンバーカード（交付時に登録した４桁の暗証

番号が必要）
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（最新年度の本人分のみ）
金額

１通 300 円
※コンビニ交付は印鑑登録証（市民カード）や住民基

本台帳カードでは利用できません。また、市役所や
支所の窓口で印鑑登録証明書を取得する場合、マイ
ナンバーカードでは取得できないため、印鑑登録証
または住民基本台帳カードが必要となります。ご注
意ください。

市民課
995-1812

e-TAXの利用

　e-TAX の利用には、住民基本台帳カードまたはマ
イナンバーカードに搭載される電子証明書が必要です。
住民基本台帳カードへの電子証明書の新規発行・更新
は平成 27 年 12 月で終了しました。マイナンバーカー
ドにはカードの申請時に希望しなかった方や、15 歳
未満の方などを除き、電子証明書が標準搭載されてい
ます。今後は、住民基本台帳カードで e-TAX を利用
できなくなりますので利用する予定のある方は、早め
にマイナンバーカードの申請をお願いします。

マイナンバーカードの申請補助

　マイナンバーカードの申請は郵便やパソコン・ス
マートフォンなどから、本人が申請手続きしてくださ
い。パソコンなどを持っていない方は市民課で申請手
続きの手伝いを行っています。
持ち物

通知カード、本人確認のできる身分証明書、最近６
カ月以内の顔写真（縦 4.5㎝×横 3.5㎝）
※希望者には市民課で顔写真の撮影を行います。

外国人住民のカードの有効期限

　マイナンバーカードの有効期限は通常、20 歳以上
の方は発行から 10 回目の誕生日まで、20 歳未満の
方は発行から５回目の誕生日までとなっています。外
国人住民の方は上記有効期限と在留期間のうち、短い
ものがマイナンバーカードの有効期限となります。在
留期間を更新した後、市役所でマイナンバーカードの
更新が必要となります。マイナンバーカードの有効期
限が切れる前に手続きをお願いします。
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特集２

シビックプライド推進室　 995-1803

9:30

10:00

10:20

12:00

12:30

開場・受付・各ブースオープン
●キャラクター PR ブース●さよな
らばいきんチーム●ゆるキャラグッ
ズ販売●すそのんカフェ●すそのん
マルシェ●富士サファリパークふれ
あいミニ動物園●親子キラキラタイ
ム “ ごろんアート ” ●地域活動母親
くらぶ “ 射的 ”

オープニングセレモニー

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、塗
り絵●記念撮影会

おたのしみ抽選会

グランドフィナーレ

2月25日日 市民文化センターお友だち大集合

市マスコットキャラクター “ すそのん ” のお誕生会を開催します。市内外からお友だちキャラクター
が参加し、市民の皆さんと交流しながらお祝いします。子育て世代を応援するハンドメイド市「ママ
ンマルシェ」による「すそのんマルシェ」、静岡がんセンター有志医師グループによる病気、感染症
予防対策コーナーをはじめ、遊んで学んで楽しめる体験型アトラクションが盛りだくさん。市内飲食
事業者も出展します。

しずな～び
（静岡セキスイハイム不動産）

ごてんばこめこ
（御殿場市）

すそのん
（裾野市）

ぽすくま
（日本郵便）

みきゃん
（愛媛県）

さくやちゃん
（富士宮市）

おおまぴょん
（長野県大町市）

なんすん太
さ ん

陽リィ・美
み み

味リィ
（JAなんすん）

とち介
（栃木県栃木市）

ペコちゃん
（不二家）

しっぺい
（磐田市）

スケジュール

遊んで学ぶ！ 感染症「かぜ予防と抗生物質」
をテーマに、有志医師グループが子ども、パパ、
ママ向けの体験型ブースを開設します。

さよならばいきんチーム × 静岡がんセンター

「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】
●シビックプライド推進室で申し込み
●市公式ウェブサイト専用フォームから申し込み
●すそのん誕生会特設受付で申し込み

【会員特典】
●会員証の発行●オリジナルステッカープレゼ
ント●ファンクラブメールの配信

すそのんファンクラブ 会員受付中

とき／２月 25 日㈰　10 時～ 13 時
ところ／市民文化センター 多目的ホール・展示室

　子育て世代の交流と応援を目的に活動する県
東部最大級のママ作家グループ
によるハンドメイド市など。

すそのんマルシェ ×

すそのんお誕生会2018
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富士山資料館無料開放・絵手紙コーナー

富士山資料館無料開放
入館料が無料です。富士山資料館では、富士山の自

然・歴史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　

絵手紙コーナー
富士山を題材に絵手紙作りを体験できます。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６回富士山芸術展

市と芸術・文化団体などが富士山に関わる絵画、写
真、陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。

２月 23 日㈮～３月２日㈮
９時～ 17 時　※初日は 12 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

演題／外来生物と人の関わり
講師／加藤和紀さん（箱根ビジターセンター）　

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

　新春展示「浮世絵で見る東海道からの富士山」

3 月 11 日㈰まで　9 時～ 16 時 30 分
富士山かぐや姫ミュージアム（富士市伝法）
歌川広重の「東海道五拾三次之内（保永堂版）」な
ど東海道から見た富士山の浮世絵を展示します。
富士山かぐや姫ミュージアム　0545-21-3380

特集３

２/23は “富士山の日 ”
絵手紙体験や芸術展、講演会を開催

市外でも「富士山の日」に
ちなんだイベントを開催します
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対象は市に住民登録がある方

市に住民登録がある方なら、どなたでも加入できま
す。加入者が年度途中に他市町へ転出した場合でも共
済期間中は有効です。

共済期間は１年間

共済期間は、４月１日㈰から平成 31 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 31 年３月 31 日㈰まで
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。

申し込み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）
●診断書などの受傷日、受傷原因、傷病名、入院・通

院日が確認できるもの（コピー可）　※例えば、自動
車損害賠償責任保険の診断書と診療報酬明細書など

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件の事故につき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 死亡したとき 100万円 200万円

２ 180日以上入院したとき 20万円 40万円

３ 120日以上入院したとき 10万円 20万円

４ 90日以上治療したとき ６万円 12万円

５ 60日以上治療したとき ５万円 10万円

６ 30日以上治療したとき ４万円 ８万円

７ 15日以上治療したとき ３万円 ６万円

８ ７日以上治療したとき ２万円 ４万円

９ ２日以上治療したとき １万円 ２万円

事故にあったときは必ず警察に届け出を

交通事故発生後に警察に届け出をしないと、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ませ
ん。その場合、共済見舞金は半額になります。この場
合は、親族以外の第三者２人分の証明が必要です。

毎週、交通事故相談を実施しています。交通
事故に遭い、困ったことがあればご相談ください。
予約は不要です。直接会場へお越しください。

毎週火曜日　９時～ 16 時
市役所１階市民相談室

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

特集４

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
までの見舞金が支給されます。

危機管理課
995-1817

交通事故相談をご利用ください
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泉州タオルや泉州ナスが人気
泉佐野市

泉佐野市は大阪府南部にある、人口約 10 万人のま
ちです。平成６年に関西国際空港が開港し、世界と日
本を結ぶ玄関として発展をしています。古くから商・
工・農・漁業がバランス良く盛んです。中でも特産品
の「泉州タオル」や「泉州ナス」は全国にもファンが
多く、「泉佐野ブランド」として高い評価を受けてい
ます。

米や梨、ホッキ貝など地場産品が豊富
相馬市

相馬市は福島県北部にある、人口約３万 8 千人の
まちです。東北地方ですが、冬はほとんど雪が降らず
温暖で、夏は涼しい恵まれた気候です。東日本大震災
では甚大な被害を受けましたが、市民一丸となって復
興を進めています。特産品には米や梨などの農産物、
ホッキ貝や小

こ う な ご
女子などの魚介物があり、豊富な地場産

品があります。

「人×人」の分野でも交流

昨年７月 31 日、８月１日に、泉佐野市から中学生
が来訪し、運動公園でサッカーの合宿を行いました。
市内中学校サッカー部との練習試合も行われ、両市の
中学生が交流を深めました。

両市が裾野のイベントに出店

10 月に行われた「市民のふれあいフェスタすその」
に、泉佐野市・相馬市共に特産品を出店しました。泉
佐野市は「泉州タオル」と「泉州ナス」、相馬市から
は「梨」が紹介され、数時間で売り切れてしまうほど
の盛況ぶりでした。

大阪府泉佐野市・福島県相馬市と「特産品相
互取扱協定」を結びました。自治体間でお互い
の特産品を取り扱いできるように協定を結び、
特産品の宣伝と販路拡大を通して、お互いの経
済と観光産業の発展を目指します。
今後は、当市の特産品を関西・東北地方から
全国に PRし、当市の魅力も合わせて情報発信
していきます。

特集５

市の特産品を全国に PR
大阪府泉佐野市・福島県相馬市と「特産品相互取扱協定」を結びました

シビックプライド推進室
995-1803
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特集６

裾野長泉新火葬施設整備基本計画骨子案に対する意見募集
両市町でパブリックコメントを実施

意見公募の対象

・裾野市長泉町衛生施設組合新火葬施設整備基本計画
骨子案　※市公式ウェブサイト、市役所１階情報公
開コーナー、深良支所（福祉保健会館内）、富岡支所、
須山支所、市役所１階生活環境課、長泉町、裾野市
長泉町衛生施設組合（中島苑）で閲覧できます。

【基本計画骨子案の要旨】
敷地面積／約 17,200 平方メートル
延床面積／約 2,560 平方メートル
施設構成／告別室２室、収骨室２室、待合室４室、多

目的室１室（会議室としての利用や直葬など最期の
お別れの場として使用）、待合ホールほか

火葬炉数／４炉 + 増設１炉
※骨子案には、検討のポイントを整理しています。

意見の提出

意見が提出できる方／次のいずれかに該当する方です。
・裾野市または長泉町に住民登録がある方
・裾野市または長泉町内に事務所または事業所を有

裾野市と長泉町では、平成 33年度（2021 年度）中の供用開
始を目指して整備を進めている新火葬施設について、基本的な整
備方針や配置計画などを定める基本計画を策定しています。市民
の皆さんから基本計画（骨子案）に対する意見を募集します。

生活環境課　 995-1816
992-4447

〒 410-1192　佐野 1059
kankyou@city.susono.

shizuoka.jp

する個人や法人、その他の団体
・裾野市または長泉町内の事務所や事業所に通勤す

る方
・裾野市または長泉町内の学校に通学する方
・その他、本事業に利害関係のある方

提出方法／次のいずれかの方法で提出してください。
・両市町の公式ウェブサイトにアクセスし、パブ

リックコメント提出フォームで提出
・閲覧場所にある意見提出用紙（任意の用紙可）に

記入し、意見提出箱に投函するか郵送またはファ
クス、メールで直接提出

【意見提出箱設置場所】
・市役所１階情報公開コーナー

【提出先】
・生活環境課　※郵送・ファクス・メール可
・深良支所（福祉保健会館内）、富岡支所、須山支所
提出期間／２月１日㈭～ 28 日㈬　※郵送の場合は最

終日の消印有効
その他／意見提出用紙は、両市町の公式ウェブサイト

からダウンロードできます。任意の用紙の場合は、
氏名・住所（法人や団体の場合は、名称・所在地・
代表者名）、電話番号、通勤・通学先の名称（市内
に通勤・通学する方のみ）、意見などの内容を記載
してください。

意見の取り扱い

・計画策定の参考にします。検討後に意見の概要に対
する回答を公表しますが、個々の意見に対して直接
回答しません。

・意見は基本計画の骨子案に対する意見のみとします。
・提出された意見提出用紙は返却しません。
・公表に際しては、意見の内容以外（氏名、住所など）

は公表しません。

▲外観

▲平面図

出入口 出入口
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インフォメーション

Information

防衛省採用試験

予備自衛官補採用試験
４月 14 日㈯
一般公募／ 18 歳以上 34 歳未
満の方

　技能公募／ 18 歳以上 55 歳未
満の方　※保有する技能に応じ、
年齢の上限が変わります。 
４月６日㈮　

自衛官候補生採用試験
２月 18 日㈰、３月６日㈫
随時受け付けています。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

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）と障害者手帳などをお持ちの
上、直接会場へお越しください。

２月23日㈮　13時15分～15時
30分　※受付▶︎ 12時30分～
プラサヴェルデ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 70 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

裾野市史の無償配付

　裾野市史を無償で配付します。
１人（１事業所）につき１セット
です。

２月 13 日㈫～ 12 月 28 日㈮
生涯学習センター
市内に住んでいるか通勤通学し
ている方、市内企業
各巻には在庫のバラつきがあり
ます。なくなり次第配付を終了
します。
生涯学習課　992-3800

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

雑誌付録プレゼント

　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 24 日㈯　９時～
鈴木図書館　※市民文化セン
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

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。
３月２日㈮
学校教育課　995-1838

平成29年度　全国統一防火標語
　 火の用心
　　　 ことばを形に
　　　　　　　　 習慣に
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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　 住所　 Mail　 Web　

国保高齢受給者証交付会

　３月１日㈭から対象となる方に、
受給者証を交付します。

2 月 22 日 ㈭　10 時 20 分 ～
11 時 30 分 
福祉保健会館３階研修室
昭和 23 年２月２日～昭和 23
年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９日㈮は児童手当の支給日
です。児童手当は、認定請求をし
た月の翌月分から支給事由の消滅
した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000 円●３歳～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

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
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、マイナンバーカー
ドなどの提示が必要です。
子育て支援課　995-1841

AMORE
MISHIMA!2018

ア モ ー レ の 国・ イ タ リ ア の
SLOW FOOD/SLOW LIVING
に学び、いつもよりオシャレして、
三島の街でゆったり楽しく、食べ
て飲んで遊ぶイベントです。

２月 10 日㈯、11 日㈰
三島市内の各参加店、楽寿園、
大社の杜みしまなど
アモーレみしま実行委員会
983-2766

沼津・駿東地域
合同就職面接会

正社員雇用を行う駿東地域が就
業場所の事業所が参加する面接会
です。

２ 月 13 日 ㈫　13 時 30 分 ～
15 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）
一般求職者、平成 30 年３月に
高校・専門学校・短期大学・大
学を卒業予定の方
ハローワーク沼津紹介第一部門

　918-3711

わがまち富士山写真展と
わがまち富士山物産展

県東部の富士山周辺市町、裾野
市・御殿場市・富士市・富士宮市・
小山町・長泉町・清水町の４市３
町の共同で開催します。
第７回わがまち富士山写真展

２月 10 日㈯～ 25 日㈰
　９時～ 16 時

わくら柿田川２階（清水町伏見）

わがまち富士山物産展
２月 23 日㈮

　10 時～ 14 時
湧き水の道敷地内（清水町伏見）
富士地区観光協議会（清水町産
業観光課）　981-8239

女性部文化祭

「伝えよう・つながろう・広げ
よう」をテーマに JA なんすん女
性部が文化祭を行います。

３月４日㈰　10 時～ 14 時
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）
手芸・書道などの作品の展示、
農産物・加工食品の即売、ステー
ジ発表など
JA なんすん営農生活部地域ふ
れあい課　933-7009

公の施設の
指定管理者の指定

次の施設を一括して管理する指
定管理者を指定しました。
施設名／市民文化センター、市民

文化センター図書室、生涯学習
センター

指定管理者／㈱ケイミックスパブ
リックビジネス
４月１日㈰～平成 35 年３月
31 日㈮
生涯学習課　992-3800

　鈴木図書館　992-2342
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インフォメーション

Information

しずおかジョブステーション
が就職活動を応援します！

　しずおか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。

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
　951-8229

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
る方がいなかった場合に、次の
順で先順位の遺族の方１人に支
給します。
⑴弔慰金の受給権者
⑵戦没者などの子
⑶ ①父母②孫③祖父母④兄弟

姉妹
※戦没者などと生計関係があっ
た方のみ
⑷ ⑶以外の①父母②孫③祖父

母④兄弟姉妹
⑸⑴～⑷以外の三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き
続き１年以上生計関係があった
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

民生委員制度創設
100 周年パネル展

民生委員制度は平成 29 年に創
設から 100 周年を迎えました。
民生委員児童委員の歴史や取り組
みを紹介するため、ポスターパネ
ル展を開催します。

２月 14 日㈬まで
市役所地下多目的ホール
民生委員児童委員協議会事務局

（社会福祉課）　995-1819

富士急高速バス東京駅線
平日1,000円キャンペーン

　富士急シティバスでは、市内と
東京駅を結ぶ高速バスを毎日４往
復運行しています。この高速バス
が、期間限定で片道 1,000 円（子
ども 500 円）で利用できます。
利用を希望する方は、必ず利用日
前日の 20 時までに乗車券をお買
い求めください。

３月 16 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（２カ所）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

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。
●アクアシステム㈱

沼津市江浦 338-1
TEL 939-0511
上下水道課　995-1834

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 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）
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

応急手当指導員講習会受講者

３月４日・11 日・18 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日間全て受講できる方
10 人（先着順）　
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
２月 23 日㈮
動きやすい服装でお越しくださ
い。

富士山南東消防本部警防救急課
972-5803
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お知らせ

竹炭電池づくり
（エネルギー講座）

　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～ 12 時
南児童館
小学生以上の方
20 人（先着順）
竹炭とアルミニウムを使った電
池を自分でつくり、エネルギー
について考える講座です。 

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 15 日㈭
生活環境課　995-1816

　南児童館　993-1881

市営住宅新稲荷団地
入居者

　市営住宅新稲荷団地の入居者を
募集します。申込者多数の場合は
公開抽選を行い、当選者と補欠者
を決定します。
募集戸数／１戸（３DK）

市内に住んでいるか、勤務して
いる方で、単身ではなく、住宅
に困窮している方

　※その他所得などの要件があり
ます。

募集案内の配布
２月 15 日㈭まで
まちづくり課
２月８日㈭～ 15 日㈭にまちづ
くり課へお申し込みください。

抽選／３月７日㈬　10 時～
入居時期は、４月上旬です。
まちづくり課　995-1856

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

ちびっこ探険学校
ヨロン島

　サンゴ礁の美しい海が広がるヨ
ロン島の自然の中で、全国から集
まる日本人や、外国人の友達と交
流を深めます。

３月 26 日㈪～４月１日㈰
　６泊７日

鹿児島県大島郡与論島
小学２年生～６年生
日本人 100 人、外国人 100 人
イカダ作りと海への漕ぎだし、
島内ハイキングなどの野外交流
14 万円（富士山静岡空港出発
の場合）　※出発場所によって
料金が異なります。
（公財）国際青少年研修協会へ
資料を請求し、申込書に必要事
項を記入して提出してください。
３月５日㈪

（公財）国際青少年研修協会　
03-6417-9721
info@kskk.or.jp
〒141-0031

　東京都品川区西
五 反 田 7-15-4
第三花田ビル４
階
http://www.kskk.or.jp

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 26 日㈪　13 時～ 16 時　
（１回 45 分）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）
２月 23 日㈮ 

県精神保健福祉センター
054-286-9245

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（A）～（C）のいずれかに
該当する方▶︎（A）技能検定の
特級・１級・単一等級技能士（B）

（A）と同等の技能を有すると
認められる方（C）技能五輪成
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/

　monodukuri/m_bosyu.php
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Q  SNS の広告を見て、ダイエット食品が 1,000
円だったので安いと思い注文した。商品と一

緒に送られてきたコンビニ用振込用紙で代金を支
払った。翌月になりまた商品が届いたので驚いて販
売業者に連絡した。「定期購入なので４回受け取ら
ないと解約できない」と言われた。定期購入とは思
わなかった。やめたい。

Ａ １回だけのつもりで化粧品やサプリなどを購
入したところ、実際は複数回の定期購入が条

件だったという相談が急増しています。申込時に定
期購入になっていないかなど契約内容をしっかり確
認しましょう。スマホでは、条件が最後の方に小さ
い字で書かれていることがあるので注意してくださ
い。困ったときは、消費生活センターへ相談してく
ださい。

未成年者の契約トラブル
インターネット取り引きなどの増加で、未成年者

の契約トラブルが増えています。未成年者（20 歳
未満の方）が契約する場合は、原則として法定代理
人（親権者、未成年後見人）の同意が必要です。社
会的経験の浅い未成年者を取り引き被害から保護す
るためのもので、民法では、未成年者が法定代理人
の同意を得ないで行った契約は取り消すことができ
ると定めています。

次の場合は取り消しが認められません。
●法定代理人から同意を得た取引●おこづかいの範
囲での契約●結婚している場合●法定代理人から営
業が認められている営業に関する契約●自分が成人
であるとだまして契約した場合
　詳しくは消費生活センターへお問い合わせくださ
い。

消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room

すみれ相談

大切な人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。

２月 21 日㈬　13 時～ 16 時
熱海健康福祉センター（熱海市
水口町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

県勤労者総合美術展
出品作品

　県の補助金を受け、「勤労者総
合美術展」を４月 11 日㈬～ 15
日㈰にグランシップ展示ギャラ
リー（JR 東静岡駅東側）で開催
します。
募集作品／絵画・書・写真・手工

芸・コンピューターグラフィッ
クなど
労働金庫本・支店、全労済県本
部・各共済ショップ、県労働者
福祉協議会などにある申込書に

必要事項を記入し２月 26 日㈪
～３月 16 日㈮に提出してくだ
さい。 
●作品は３月 30 日㈮までに、
労働金庫本・支店、全労済県本
部・各共済ショップ、静岡県労
働者福祉協議会の窓口へ提出し
てください。●詳しい要項は県
労働者福祉協議会ホームページ
をご覧ください。

（一社）県労働者福祉協議会
　054-221-6241

http://plaza3.dws.ne.
　 jp/~scn00855/

消費生活センター便り Center News
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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。

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29年８月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

13日㈫
13:00〜13:30

平成28年７月
生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈫
９:00〜９:15

平成28年２・３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

８日㈭
13:00〜13:15

平成27年８月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00〜13:30

平成27年１月
生まれの方

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。

日（曜日） 時　間
 ６日㈫※ 17:00 〜 19:45
13日㈫※  9:00 〜 11:30
20日㈫　 13:00 〜 15:30
28日㈬※  9:00 〜 11:30

※はC型肝炎検査もできます。

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※
５・19・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

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

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

14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

内科 内科 内科
4 5 6 7 8 9 10

外科 整形 内科 外科 内科 整形 整形
11 12 13 14 15 16 17

整形 内科 内科 整形 内科 内科 内科
18 19 20 21 22 23 24

内科 整形 内科 内科 内科 整形 整形・内科
25 26 27 28

内科 外科 内科 内科
※24日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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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 ㈮ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

18 ㈰

小林医院 966-7700 今沢 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

大沢医院 931-1019 御幸町 田中医院 921-2053 高島町

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田

19 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈫ きせがわ病院 952-8600 大岡 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

21 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 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

22 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 西方外科医院 921-1333 共栄町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

24 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
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

25 ㈰

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

武藤医院 931-0088 三園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

杉山医院 992-0028 平松 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

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 内 科 外 科 小児科

26 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈫ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

28 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 松原医院 962-1496 白銀町 西村医院 971-6510 下土狩

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

18 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

太田歯科医院
972-1318 長沢　　

25 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

大城歯科医院
973-2900 新宿　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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２月の休館日

昨年 12 月 10 日㈰、サーフィン検定が下田市白
浜海岸で行われました。受検した松本さんは、１級
に合格。限られた時間の中で波に乗り、スピードや
パワー、コントロールなどが審査され、技能を認め
られました。

松本さんは、父親の影響で小学１年生の夏から
サーフィンを始めました。休日は、父親と下田市な
どの海岸で日の出から日没まで練習しています。｢
練習するときはできるだけたくさん波に乗って、転
ばないように気を付けています｣ と松本さん。長期
休暇には、オーストラリアやインドネシアバリ島な
ど海外でもサーフィンの経験を積んでいます。

毎年、多くのサーフィンの大会に出場しています
が、昨年は ALOHA SURF JAM（下田市）の Fun 
The Mental で優勝、藤沢市長杯（藤沢市）のキッ
ズ部門で５位などの成績を残し、全国ランキング
10 位 に 浮 上。10 月 に 行 わ れ た ALL JAPAN 
SURFING GRAND CHAMPION GAMES（高知
県）への出場を果たしました。結果は惜しくも１回
戦敗退。｢世界大会に出る選手のサーフィンを見る
ことができ、勉強になりました｣ と振り返っていま
した。

松本さんは「次の目標は全日本大会で優勝するこ
とです」と意気込みます。全日本大会に出場するに
は４月の予選で良い成績を残さなければなりません。
松本さんの飛躍が楽しみですね。

サーフィン検定１級

西小学校６年　松本 浬
り く
空さん（二ツ屋１・13 歳）

５日㈪・13日㈫・19日㈪・26日㈪

村の概況と村書上帳・村絵図

左下の古文書は 1816 年、深山（須山）村と十里
木新田から小田原藩の役人に提出された村書上帳の
一部です。これには、村名の由来・村の石高・家の
数・村の範囲・寺社名や周りの山々などについて詳
細に記されています。

村絵図（地図）は、1744 年幕府の巡見使が視察
に来た際に作成されたものです。方角が示され、原
野・畑・道・山林など地目ごとに彩色が施されてい
ます。寺社やお堂、富士山への登山道、村と畑をイ
ノシシ・シカから守るための柵も描かれています。

巡見使は将軍の代替りごとに各地の政情・民情を
知るために旗本の中から任命され派遣されました。

このように領主（幕府・大名・旗本）は村書上帳・
村絵図で、支配する村の様子を把握していました。

（須山区有文書）

村書上帳 村絵図

石井好子メモリアル音楽祭 2018
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.16 ～
多数の豪華ゲストによる、一夜限りのステージを

ぜひご覧ください。
と　き／３月10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、木の実ナナ、岩崎宏美、秋川雅史、

髙田利江、花園直道　ゲスト 水谷八重子、瀬間千恵

美川 憲一 木の実 ナナ 岩崎 宏美 秋川 雅史
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

1 月 24 日　裾野生まれの JPN TAXI（ジャパンタクシー）
市役所市民ホールに展示
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特集１

もうすぐ春！きれいな花を見に行こう !
富士山周辺市町の花の見どころを紹介
富士山の麓にある、4市 1町（裾野市、富士宮市、富士市、御殿場市、小
山町）で構成される「富士山ネットワーク会議」。富士山ネットワーク会議の
共通紙面として、花のイベントやきれいな花が楽しめるスポットなどを紹介し
ます。
また、各市町で特色に合わせててそれぞれの花や木を定めています。 が

市町の花、 が市町の木です。

戦略広報課
995-1802

　富士の麓一面に菜の花が広がります。パノラマロード
の桜並木との共演が楽しめます。

４月上旬
パノラマ遊花の里（ヘルシーパーク裾野入口）
商工観光課　995-1825

　約 400 本の桜と菜の花が彩る稲瀬川沿いで開催され
るお祭りです。採りたてのたけのこの販売や軽トラ市場
なども開催され、春を思い切り楽しめます。

４月８日㈰
内房稲瀬川沿い ( 稲瀬会場、内房小会場、瓜島会場、
尾崎会場、里づくり会場、野点会場 )
富士宮市観光課　0544-22-1115

　愛鷹山などに自生するツツジです。５枚の葉と 10 本
の雄しべが特徴です。市の花、市天然記念物に指定され
ています。

５月中旬
アシタカツツジ原生群落（十里木別荘地内）、富士山
遊歩道（富士山資料館近く）など
商工観光課　995-1825

　源頼朝公が建久 4 年（1193 年）5 月に行った富士の
巻狩りで下馬したと伝えられ、国の特別天然記念物の狩
宿の下馬桜と菜の花を楽しむことができるイベントです。

４月 14 日㈯・15 日㈰
狩宿の下馬桜周辺
富士宮市観光課　0544-22-1115

富士山すそのパノラマロード菜の花 & 桜まつり

芝川日和　内房　たけのこ・桜まつり

アシタカツツジ

富士の巻狩り　狩宿さくらまつり

裾野市

富士宮市

アシタカツツジ　 スギ

フジザクラ　 カエデ
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小山町

御殿場市

特集１

　富士市民の花「バラ」の名所の中央公園で開催される「富
士ばらまつり」では、バラの生花販売の他、栽培に関する講
習会、ローズヒップティーの試飲など、バラ尽くしです。

５月 13 日㈰　９時～ 15 時
中央公園イベント広場（富士市永田町２）
富士市みどりの課　0545-55-2793

　富士山と梅・桜の名所である岩本山公園で開催するこ
のイベントでは、梅園での撮影会や、梅の小枝プレゼン
ト、観梅ウエディングなど、企画が盛りだくさんです。

４月８日㈰まで
岩本山公園（富士市岩本）
新富士駅観光案内所　0545-64-2430

富士ばらまつり絶景★富士山まるごと岩本山

　御殿場市内各所で桜を楽しめます。メイン会場の秩父
宮記念公園の樹齢 130 年余のしだれ桜、公園周辺の桜
並木では、夜桜のライトアップなども行われます。

４月７日㈯・８日㈰・14 日㈯・15 日㈰
秩父宮記念公園、その他市内各所
御殿場市観光交流課　0550-82-4622

御殿場桜まつり

　来年４月に全国椿サミット御殿場大会が開催されます。
御殿場自生のヤブ椿、東山旧岸邸の樹齢400年の太郎冠
者、秩父宮記念公園の椿園などが見頃を迎える予定です。

４月上旬まで
東山旧岸邸、秩父宮記念公園、その他市内各所
御殿場市公園緑地課　0550-82-4226

御殿場の椿

　冨士霊園には、ソメイヨシノや山桜など約 8,000 本
の桜が植えられています。4 月上旬から中旬までの満開
時には冨士霊園の参道がピンク色に染まり、お花見には
最適です。

４月上旬～中旬　　 冨士霊園（小山町大御神）
小山町観光協会　0550-76-5000

　富士山五合目から金時山までを縦走するトレイル内は、
春から初夏にかけて多くの花に彩られます。ここでは、
富士山麓周辺にしか自生していない、淡いピンク色のサ
ンショウバラを見ることができます。

５月下旬～６月中旬　　 富士箱根トレイル
小山町観光協会　0550-76-5000

日本さくら名所 100 選・冨士霊園の桜 富士箱根トレイルに咲くサンショウバラ

ナノハナ　 フジザクラ

バラ　 クスノキ

フジザクラ　 ケヤキ

富士市

3
2018.2.15



みらい会議パートナーを募集中！！
市では、これからのまちづくりに関わりを持つ

人を１人でも増やすため、パートナーを随時募集
しています。市の未来を共に創り出しましょう。
パートナーの登録は、企画政策課へ登録カードを
提出するか、メールに必要事項を入力の上、送信
してください。

http://www.city.susono.shizuoka.
　jp/shisei/11/2/7146.html

特集２

みんなで創るまちづくり “みらい会議 ”
裾野のまちづくりに関わる人を 1人でも多く

市民の方はもちろん、地域・NPO・企業など、裾野市のまちづ
くりの担い手が、市に愛着と誇りを持って、共に未来を創り出して
いくため、「みらい会議」を開催します。 企画政策課

995-1804
kikaku@city.susono.

shiuzoka.jp

【講師プロフィール】
樋渡 啓祐さん（48 歳）
樋渡社中㈱ CEO

佐賀県武雄市生まれ。東京
大学経済学部卒業後、総務庁

（現総務省）に入庁した。平
成 17 年に退職し、翌年に当
時全国最年少の 36 歳で佐賀
県武雄市長に就任。８年８カ
月の在任中、100 億円の借金返済や 10％税収アップ、
TSUTAYA とスターバックスの入った武雄市図書館
のリニューアル、市民病院の民間委譲などを手掛ける。

「日本を立て直す 100 人」にも選ばれた。

みらい会議

第 4 次総合計画後期基本計画策定のタイミングで
スタートした「みらい会議」では、これからの市政運
営の方向性を市民の皆さんと共有しながら、外部講師
を招いた基調講演などを行います。当市のまちづくり
に興味のある方なら、どなたでも参加できます。申し
込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

３月 17 日㈯　14 時～ 16 時 30 分
生涯学習センター３階学習ホール
190 人（先着順）

【プログラム】
○市政報告「裾野市の現状とこれからのまちづくり」

登壇者／裾野市長 髙村謙二
○基調講演「（仮）５万人都市における地域創生」

講師／樋渡啓祐さん
○トークセッション「（仮）裾野市の人口減少対策を考

える」
登壇者／裾野市長×樋渡啓祐さん
子どもを預かるスペースがあります。小さな子ども
と一緒の参加も大歓迎です。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　shisei/11/2/7138.html
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春の全国火災予防運動を実施します
3/1㈭～ 7㈬までの 7日間

特集３

平成29年富士山南東消防本部管内火災件数

区分 裾野市 三島市 長泉町 合計

建物火災 4 件
（-3）

18 件
（+1）

6件
（+1）

28件
（-1）

林野火災 1 件
（+1）

0 件
（±0）

0件
（±0）

1件
（+1）

車両火災 5 件
（-2）

1 件
（-2）

0件
（±0）

6件
（-4）

その他火災 9 件
（+6）

10 件
（+7）

4件
（+2）

23件
（+15）

合　　計 19 件
（+2）

29 件
（+6）

10件
（+3）

58件
（+11）

（　）は前年比
管内の建物火災は 28 件、市内では 4 件

富士山南東消防本部管内の建物火災は 28 件でした。
その内、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてい
る住宅火災は 14 件ありましたが、11 件が未設置で
した。尊い命を守るため、まだ設置されてない場合は
早急に設置をお願いします。また、既に設置されてい
る住宅でも、本体から下がっているひもを引く、本体
のボタンを押すなどして定期的に点検をしてください。
正常な場合はメッセージや警報音が鳴ります。
その他火災が増加

管内ではその他火災が 15 件増加し、市内でも 6 件
増加しています。その他火災は、空地や道路、河川敷
などの火災です。管内で発生しているその他火災は、
ごみや枯れ草の焼却が原因のものが多いです。法律の
基準を満たした焼却設備を使用せず野外焼却する野焼
きは、一部例外はありますが、法律や条例で禁止され
ています。また、消防署へ焼却行為の届け出を行う場
合がありますが、これは火災予防の観点によるもので
あり、届け出によって野外焼却が合法化されるもので
はありません。

3 月 1日㈭から 7日㈬まで、春の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 予防課
972-5802

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

設置していてよかった！住宅用火災警報器
～平成28年住宅用火災警報器奏功事例～

【事例 1】
お湯を沸かすため、２口ある電気コンロの片方に水

の入った鍋を置き電源を入れたつもりが、誤って台布
巾の置いてあったもう片方のコンロの電源を入れ、そ
の場を離れ放置したため、台布巾から出火。住宅用火
災警報器が鳴動したことで居住者が火災に気付き、く
み置きしてあっ
た鍋の水で消火
し大事に至りま
せんでした。

【事例 2】
居住者が夕食を作るため、油の入ったフライパンを

火にかけ自分の部屋に戻り、数分後に台所に戻るとフ
ライパン油から火が出ているのを発見。居住者はその
まま避難したが、住宅用火災警報器の鳴動で駆け付け
た近隣住民が、消火器で消火に成功しました。

全ての住宅で住宅用火災警報器の設置が
義務付けられています！

平成 29 年度　全国統一防火標語
～火の用心　ことばを形に　習慣に～
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フォトグラフ

Photograph １月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／中央公園

新たな門出� １月７日

成人式が市民文化センターで行われました。今年の市内の成人者
は、男子 335 人、女子 264 人、合計 585 人。入り口ではすその
んがお出迎え。華やかな振袖やスーツに身を包んだ新成人たちが記
念撮影をしたり、久しぶりの再会を喜んだりしていました。

新春の仕事始めのこの日、市役所の市民ホールでロビーコンサー
トが開催されました。開かれた市役所をコンセプトにシビックプラ
イド醸成事業としての取り組みの一環。琴や三味線で「春の海」な
どの曲が演奏され、来庁者は初春の気分に浸りました。

初春の調べに包まれて� １月４日

文化財防火デーに合わせ、国指定重要文化財に指定されている旧
植松家住宅で、西中学校 2 年生が放水訓練を行いました。消防署
員の説明のあと、火災発生を合図に生徒たちが本番さながらに放水
を開始。水圧にびっくりしながらも、真剣なまなざしで取り組んで
いました。

中央公園で本格的消化訓練

6
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Photograph 2018.１

給食で学生時代を懐かしむ� １月24日

学校給食試食会が行われました。学校給食週間の取り組みの一環
で、献立には郷土料理が取り入れられ、さくらごはん、黒はんぺん
入り静岡おでんなどが用意されました。裾野産、県内産の野菜が使
用され、地元の食材で懐かしの給食の味を楽しみました。

新成人を祝い市内を走る� １月７日

いてつく澄み切った空の下、須山小学校をスタートしたタスキは
市内 5 地区を巡り、新成人の待つ市民文化センターまでつながれ
ました。105 チーム 756 人が参加し、トヨタ東富士Ａチームが 1
時間 8 分 44 秒で総合優勝しました。

フルートの伴奏で校歌を歌う� １月25･26日

本物の芸術に触れる機会を提供することを目的とした「おんかつ
事業」が、フルート奏者の森岡有

あ
裕
ゆ こ

子さんとピアノ伴奏者の永田美
穂さんを招き、富岡第二小学校で行われました。子どもたちはプロ
の生演奏を間近に、目を輝かせ聴き入っていました。

たまにはカウンター越しで� １月16日

いわなみキッチンでは、起業や経営の相談、情報発信を行ってい
ます。地域活性化 Bar では、いろいろな職業の方がバーテンダー
となり、カウンター越しに相談を受けました。参加者はいつもと違っ
た雰囲気の中、グラスを片手に語り合いました。

裾野高校の生徒が大活躍� １月12日

平成 29 年度県高校総合文化祭の美術・工芸部門で特選に輝いた
県立裾野高校美術部の中川瞳さんと、第 21 回ボランティア・スピ
リット賞を獲得した同校ボランティア部の芹澤玲奈さん、佐藤 絵

かいや

椰さんが、髙村市長にそれぞれ受賞の喜びを報告しました。

育てたサツマイモでお菓子作り� １月20日

市認定農業者協議会農業体験第４回目が生涯学習センター調理実習
室で行われました。昨年６月からサツマイモの植え付けから芋堀りま
でを行う農業体験を行いました。その締めくくりとして、お菓子作りに
は５家族が参加し、親子で楽しくスイートポテトなどを作りました。

7
2018.2.15



インフォメーション

Information

Ｃ型肝炎救済特別措置法が改
正されたことにより給付金の請
求期限が５年間延長されました。
血液から作られた医薬品を使用
したことによって、Ｃ型肝炎
ウィルスに感染した方は、法律
に基づき、国を相手とする裁判
を提起し、規定の項目を確認で
きれば国と和解した上で、給付
金を受け取ることができます。
裁判を提起できる期限／平成

35 年１月 16 日㈪まで
平成６年ごろまでに出産や手
術による大量出血などの際に、
血 液 か ら 作 ら れ た 医 薬 品

Ｃ型肝炎救済特別措置法による
給付金の請求期限の延長

（フィブリノゲン製剤・血液
凝固第９因子製剤）が使用さ
れたことによって、Ｃ型肝炎
ウィルスに感染した方
Ｃ型肝炎は、早期発見・早期
治療が重要です。肝炎検査を
受けましょう。
厚生労働省フィブリノゲン製
剤等に関する相談窓口（平日
９時～ 17 時）

　0120-509-002
http://www.pmda.go.jp/
r e l i e f - s e r v i c e s /
hepatitis-c/0001.html

市長選挙が１月21日㈰に行わ
れ、髙村謙二氏が当選しました。

選挙管理委員会　995-1807

髙村 謙二氏
（久根・53 歳）

市長に髙村氏当選

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

３月 20 日㈫　10 時～ 12 時
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
３月１日㈭　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

すみれ相談

大切な人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。

３月７日㈬　13 時～ 16 時
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）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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

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２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
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３月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

４日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

10日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

11日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

17日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

18日㈰ 工管設
☎993-1603

21日㈬ ㈲細野設備
☎992-2465

24日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

25日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

31日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

２月20日㈫
～３月26日㈪ 市議会３月定例会

～15日㈭ 確定申告

４日㈰ 生涯学習フェスティバル
ゆうあいプラザ祭

16日㈮ 市立幼稚園卒園式

20日㈫ 市立小・中学校卒業式

23日㈮ 市立保育園卒園式

３月　カレンダー

データバンク
２月１日現在

人　口　52,525人� （＋41人）
　男　　26,675人� （＋32人）
　女　　25,850人� （＋９人）
世　帯　21,705世帯�（＋41世帯）
内、外国人� 855人�523世帯

３月　税金・料金
納付期限：４月２日㈪

後期高齢者医療保険料 第８期分

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　 住所　 Mail　 Web　

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 22 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
３月８日㈭

国保年金課　995-1813

運動公園
ウォーキング大会 2018

２月 25 日㈰　10 時～
運動公園
小学生以上の方　※医師による
運動制限がない方
50 人（先着順）
500 円　※中学生以下無料
参加者には特典が

　あります。
運動公園

　997-7277

平成 29 年度市防火標語
「火の元は？」
　出かける前の　合言葉

マッグデイ 快さん

普通救命講習会

３月 10 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
分遣所に直接お申し込みくださ
い。
３月９日㈮

富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119
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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㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

２㈮ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

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

４㈰

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

柿田川医院 973-3601 柿田 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

鈴木医院 993-0430 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

５㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

６㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

７㈬ 林医院 931-1120 住吉町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

８㈭ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

９㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 守重医院 931-2511 我入道

　江川
まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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

　前原

11 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 西村医院 971-6510 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田
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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

４㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

はとり眼科
987-6789 中土狩　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

しんあい歯科医院
973-6686 伏見　　

11 ㈰ 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

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

梶歯科医院
994-1344 石脇　　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈪ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

13 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 頴川医院 921-5148 高島本町 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

15 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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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２
月15

日
号

中川　莉
り お
緒ちゃん

（２歳 2 カ月・トヨタ）

勇　陽
ひ な こ
菜子ちゃん

（３歳・中丸中）

中西　心
こ は る
晴ちゃん

（２歳 11 カ月・元町）

後藤　源
げ ん た
太くん

（３歳・トヨタ）

三浦　大
た い き
希くん

（３歳・富沢）

髙橋　東
と う ご
吾くん

（３歳・岩波）

●３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〜 本館２階展示室

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
※平成29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。

セカンドブック
 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

親子ふれあいデー
 ７日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 15日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 23日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

新刊おすすめ本

●遺訓　著：佐藤賢一　新潮社
●架空の犬と嘘をつく猫　著：寺地はるな　中央公論新社
●魔邸　著：三津田信三　KADOKAWA
●背中、押してやろうか？　著：悠木シュン　双葉社
●旅の終わりに
著：マイケル・ザドゥリアン　訳：小梨直　東京創元社（海外文学セレクション）

一般書

３月の休館日 ５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪・31日㈯

●大どろぼうジャム・パン
作：内田麟太郎　絵：藤本ともひこ　文研出版（わくわくえどうわ）
●あさがくるまえに
文：ジョイス・シドマン　絵：ベス・クロムス　岩波書店
●がんばれ！あかいしゃしょうしゃ
作：マリアン・ポター　絵：ティボル・ゲルゲイ　ＰＨＰ研究所（おひざにおいで）
●おしりつねり　桂文我のでっち絵本
ぶん：桂文我　え：北村裕花　BL出版
●せかいいちまじめなレストラン
作：たしろちさと　ほるぷ出版（ほるぷ創作絵本）

児童書

●図書館映画会�
と　　き／３月 10 日㈯　14 時〜 15 時 29 分
と こ ろ／本館２階視聴覚室
上映作品／みつばちマーヤの大冒険
定　　員／ 60 人
申し込み／整理券を３月３日㈯９時から図書館カウンターで 
　　　　　家族分のみ配布します。　※当日は、整理券がな 
　　　　　い方も座席に余裕があれば入場できます。
そ の 他／駐車場スペースに限りがあるため、公共機関また 
　　　　　は市役所駐車場をご利用ください。
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4 月から新たな行政組織でスタート
効率的な行政運営と市民サービスの向上へ

特集１

社会情勢の変化に対応することや、財政の健全化を進めるため、一部組織
を改編します。財政課を総務部に移管し、人事・財政・行革をまとめること
で行財政改革推進を強力に推進します。

企画政策課
995-1804

【平成 29年度】 　 【平成 30年度】
◎企画部 ◎企画部
秘書課 秘書課
企画政策課 企画政策課

情報政策室 情報政策室
財政課
戦略広報課 戦略広報課

シビックプライド推進室 シビックプライド推進室

◎総務部 ◎総務部
人事課 人事課

財政課
総務管財課 行政課
管理納税課 税務課
課税課
工事検査監 工事検査監

◎環境市民部 ◎環境市民部
市民課 市民課

深良支所 深良支所
富岡支所 富岡支所
須山支所 須山支所

生活環境課 生活環境課
 美化センター  美化センター

危機管理課 危機管理課
上下水道課

経営管理室 上下水道経営課
水道工務室 上下水道工務課

◎建設部 ◎建設部
建設管理課 建設管理課

道路保全対策室 道路保全対策室
建設課 建設課
まちづくり課 まちづくり課
区画整理課 区画整理課

【平成 29年度】 　 【平成 30年度】
◎健康福祉部（福祉事務所） ◎健康福祉部（福祉事務所）
健康推進課 健康推進課

 ヘルシーパーク裾野  ヘルシーパーク裾野
介護保険課 介護保険課
国保年金課 国保年金課
社会福祉課 社会福祉課
障がい福祉課 障がい福祉課
子育て支援課 子育て支援課

 児童館  児童館
子ども保育課 保育課

 幼稚園・保育園  幼稚園・保育園

◎産業部 ◎産業部
商工観光課 産業振興課
農林振興課 農林振興課
渉外課 演習場対策室

◎教育部 ◎教育部
教育総務課 教育総務課

 学校給食センター  学校給食センター
 小学校・中学校  小学校・中学校

学校教育課 学校教育課
生涯学習課（生涯学習センター） 生涯学習課（生涯学習センター）

市民協働室 市民協働室
文化・スポーツ室
 富士山資料館  富士山資料館
 文化センター  文化センター
 市民体育館・運動公園など  市民体育館・運動公園など

鈴木図書館 鈴木図書館
 東西公民館  東西公民館

出納課 出納課
議会事務局 議会事務局
監査委員事務局 監査委員事務局

組織改編に伴う行政組織新旧対照表

●主な変更点
①部の改編▶財政課と行政経営部門を総務部に改編します。
②課の統廃合改編▶総務管財課を行政課、課税課と管理納税課を税務課、上下水道課経営管理室を上下水道経

営課、上下水道課水道工務室を上下水道工務課、子ども保育課を保育課、商工観光課を産業振興課、渉外課
を廃止し農林振興課内に演習場対策室、文化・スポーツ室を廃止し生涯学習課に改編します。

③分掌事務の変更▶国際交流業務をシビックプライド推進室、組織機構を人事課、行革・改善とファシリティー
マネージメント業務を行政課、浄化槽業務を生活環境課、スポーツツーリズム業務を産業振興課に改編します。
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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・伊豆島田・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 30 年度工事予定区域

下水道供用開始区域が拡大
３/31 ㈯から富沢・伊豆島田・佐野・平松の一部で

特集２
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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
申し込み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
申し込み／ 3 月 24 日㈯ 9 時～ 4 月 15 日㈰ 17 時（休館日を除く）に受講料の半額を添えて申し込み

講座名 とき 対象 定員（先着順） 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、 
絵手紙用筆などの費用

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4㈮ 
13：30～全14回

一般 20人 生花、現代華の生け花
の技術を習得します。 2,800円 花代1,000円

／1回
華道Ⅱ（夜） 第4㈮ 

19:30～全14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。 2,200円
練習板950円～、
塗代～10,000円、
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
の英語がわか
る方（初心者）

20人
海外旅行や交流イベント
などで使える簡単な英語
表現を身に付けます。

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

特集３

平成 30 年度教室・講座の受講生募集
各施設で教室や講座を開講
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生涯学習センター教養講座� 生涯学習センター　 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／４月 10 日㈫～４月 30 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～　毎週㈫ 
夜間　全35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 12,250円 －

誰でもできるトー
タルエクササイズ

５月～　第1・３㈫ 
午前　全18回

【初心者】ヨガ・ピラティス・フラフープな
どのフィットネスエクササイズを行います。30人 6,300円 －

ピラティス ５月～　第1・３㈪ 
午前　全18回

【初心者】日常の姿勢や動作に隠れている
不調を探り、強く元気な体を作ります。 25人 6,300円 －

ヒップホップ
ダンス

５月～　第1・３㈬ 
夜間　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ダン
スをします。

30人 6,300円 ゆうあいプラ
ザ祭の衣装代
が別途かかり

ます。KIDSヒップ
ホップダンス

５月～　第２・４（木） 
夜間　全18回

【小学３年生～中学生】基本的なステップ
をマスター。リズムに合わせて楽しくダン
スをします。

30人 6,300円

着付け ５月～１月 第１・3・4㈫ 
午前　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 6,300円 －

筆ペン ５月～　第１・３㈭ 
午前 全18回

【初心者】手軽に使える筆ペンで、基本の部
首を練習しながら字の上達を目指します。 20人 6,300円 約800円 

(教材費)

お菓子作り ５月～　第２㈯ 
午前　全10回

【初心者】菓子作りの基本から本格的な作
り方までを楽しく学びます。 24人 3,500円 約8,000円 

（材料費）

パン作り ５月～　第４㈯ 
午前　全10回

【初心者】国産小麦を使い、パン作りの基
本から応用を学びます。 20人 3,500円 約5,000円 

（材料費）

裾野の歴史 ６月～ 
午前・夜間 全10回

【初級学習者】裾野の一般的な概要から、少し
マニアックな歴史を学びます。（現地見学あり）20人 3,000円 －

子育て
enjoy！

５月～　第３㈪ 
午前　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
６月～　第４㈬ 
午後　全８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 2,400円 約4,800円 
（材料費）

笑って笑って
脳リフレッシュ

５月～　第４㈫ 
午前　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～　月１～２回㈯ 
午前　全10回

【初心者（家族での参加可）】春～夏、秋～
冬の旬の野菜を作ります。（深良地区の畑
を使用）

20組 3,000円
3,000円～
5,000円 

(土地借用代・
材料費)

特集３
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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
※『２歳児「キッズ教室」』と『２・３歳児ステップ教室』の同時入会と、『２・３歳児教室』と『リズム運動と楽

しい音楽』の同時入会はできません。
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31年２月
（８月除く）㈮ 
10：00～11:00 

原則月２回

平成27年４月２日
～ 平 成 28 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14日㈯～17日㈫

９:00～16:30 
休館日を除く

２・３歳児
「ステップ

教室」

５月～平成31年２月
（８月除く）㈭ 
10：00～11:00 

原則月１回　全10回

平成26年４月２日
～ 平 成 28 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 ４月21日㈯・22日㈰
9：00～16：30

南
児
童
館

２・３歳児
教室

4月～平成31年３月 
㈬　10：00～11：00 

原則月2回 平成26年４月２日
～ 平 成 28 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14日㈯～17日㈫

９:00～16:30 
休館日を除く

リズム運
動と楽し
い音楽

5月～平成31年3月 
㈭　10：00～11:00 

月1回

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18日㈬～24日㈫

９:00～16:30 
休館日を除く

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

裾野市少林寺拳法 毎週㈬・㈮　19:00 ～ 市民体育館 小学１年生以上

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

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

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

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

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
裾野イーグルス（野球） 毎週㈯・㈰ ･ ㈷　9:00 ～ 向田小・東小・西小グラウンド他 小学１年生以上

深良ガッツ（野球） 毎週㈯　12:30 ～ 
毎週㈰・㈷　9:00 ～ 深良小グラウンド 小学１年生以上

裾野ラグビー 毎週㈯　9:00 ～ 運動公園　やすらぎ広場 
総合グラウンド 幼保年少以上

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

特集３
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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20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３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21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 
ウォーキング

深良地区
エンジョイ

スポーツ教室

５月12日～　㈯
13:30～15:30　月１回 

５月23日～　㈬
19:00～21:00　月１回

深良小
体育館 小学生以上 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21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
ファミリーバト
ミントン教室 

須山会場
４月20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

申込期間／４月１日㈰まで
教室名 とき 対象 定員 参加料

市
民
体
育
館

卓球教室（初級） ４月～７月　㈪ 
11:00 ～ 12:30　全 10 回 18歳以上（高校生を除く） 30人 7,200円

卓球教室（中級） ４月～７月　㈪ 
9:20 ～ 10:50　全 10 回 18歳以上（高校生を除く） 30人 7,200円

ヘルスアップ ４月～７月　㈫ 
19:00 ～ 20:30　全 12 回 18歳以上（高校生を除く） 60人 4,800円

エンジョイリズム ４月～７月　㈭ 
9:30 ～ 11:00　全 12 回 18歳以上（高校生を除く） 100人 4,800円

硬式テニス教室 ４月～７月　㈬ 
9:30 ～ 11:00　全 10 回 18歳以上（高校生を除く） 20人 9,000円

生き生き健康体操 ４月～７月　㈪　 
11:00 ～ 12:00　全 10 回 40歳以上の男女 30人 4,000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

硬式キッズテニス ４月～７月　㈬ 
15:15 ～ 16:15　全 10 回 ４歳以上の未就学児 12人 7,000円

硬式ジュニアテニス ４月～７月　㈬ 
16:30 ～ 18:00　全 10 回 小学生 20人 7,500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

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

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

ジュニアダンス ４月～７月　㈭ 
17:30 ～ 18:30　全 12 回 小学生 15人 7,800円

新体操 ４月～平成 31 年３月　㈭ 
15:30 ～ 16:30 年中・年長・小学1年生の女子 30人 4,320円/月

運
動
公
園

硬式テニス ４月～７月　㈫㈭ 
10:00 ～ 11:30　全 10 回 18歳以上の男女 15人 9,000円

硬式ジュニアテニス ４月～７月　㈮ 
16:40 ～ 18:00　全 10 回 小学生 20人 7,500円

キッズ体操 ４月～７月　㈬ 
15:30 ～ 16:30　全 10 回　 未就学児 20人 6,000円

キッズサッカー教室※１ ４月～７月　㈬ 
15:20 ～ 16:20　全 12 回 年中・年長 20人 8,400円

ジュニアサッカー教室※１ ４月～７月　㈬ 
16:30 ～ 17:45　全 12 回 小学1～３年生 20人 8,400円

※１　会場は総合グラウンド

特集３
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富士山南東消防本部 火災・救急・救助統計
平成 29 年中の災害件数や救急搬送件数が増加

特集４

平成 29 年中の災害統計を公表します。災害件数は増加傾向で、
特に高齢者の救急搬送が顕著です。

富士山南東消防本部　総務課
972-5801

火災 救急 救助
管内（裾野 / 三島 / 長泉） 58 件（+11） 8,691 件（+531） 99 件（+20）

裾野市 19 件（+ 2） 2,146 件（+102） 25 件（―10）

事故種別出動件数

急　　病 1,165 件（+20）

一般負傷 311 件（+27）

交　　通 201 件（+31）

そ の 他 469 件（+24）

市町境（旧消防本部管轄）を越える救急出動件数

件数（出動先）

裾野からの出動 155件（三島107件、長泉48件）

三島からの出動 181件（裾野19件、長泉162件）

長泉からの出動 193件（裾野123件、三島70件）

合　　計 529件（裾野142件、三島177件、
長泉210件）

最新車両の紹介

搬送人員　1,993人(+86)

死　亡 35 人（― 3）

重　症 220 人（+17）

中等症 907 人（+38）

軽　症 831 人（+34）

新生児※ 2 人（― 1）

乳幼児※ 121 人（+10）

少　年※ 88 人（+ 6）

成　人※ 709 人（―20）

高齢者※ 1,073 人（+91）

裾野市の救急統計（前年比）

※新生児　生後 28 日以内
　乳幼児　生後 29 日以上 7 歳未満
　少　年　満 7 歳以上満 18 歳未満
　成　人　満 18 歳以上満 65 歳未満
　高齢者　満 65 歳以上

　配備後 20 年以上経過した「はしご付消防自動
車」を更新しました。はしご付消防自動車は、ビ
ル火災や高所での救助現場に出動する車両で、消
火活動の他、人命救助活動の第一線で活躍します。

【最新車両の主な特徴】
　35m 級先端屈折式のはしご、
はしご固定式伸縮水路、リフタ装
置、固定式バスケット装置、毎分
2,000 リットル放水可能な電動制
御の放水銃などを装備。

①はしご車架
か

梯
てい

風景
②バスケット装置と放水銃
③高所からの放水風景

①

③

②
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お知らせ

市民文化センターと生涯学習
センターの休館日の変更

　平成 30 年４月１日から平成
35 年３月 31 日までの間、休館
日を次のとおり変更します。
市民文化センター／第１・３・５

月曜日と年末年始
生涯学習センター／第２・４月曜

日と年末年始
※いずれも休館日となる月曜日が

祝日の場合は、その翌日
市政カレンダーの記載と異なり
ますのでご注意ください。
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　 住所　 Mail　 Web　

マイナンバーカード
申請の際は申請書の確認を

マイナンバーカードを申請する
際、申請書（平成 27 年 10 月以
降に送付した通知カードに同封）
の内容を確認してください。申請
書に記載されている住所や氏名な
どに変更があった場合や、申請書
の住所欄などが「＊＊＊」の表示
になっている場合は、新しい申請
書を使用する必要があります。通
知カードの記載事項の変更が必要
な場合もあります。

市民課で新しい申請書を受け取
り、通知カードの記載事項の変更
手続きをしてください。
受付時間／平日８時30分～17時

15分　※水曜日は 19 時まで

市民課
通知カード、はんこ（認め印）、
身分証明書（運転免許証、パス
ポート、保

　険証など）
市民課
　995-1812

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 25 日㈰
　13 時 30 分～ 15 時

葛山地区集会場
演題／遠州新郷城塞群と髙天神城
講師／水野茂さん（静岡古城研究

会会長）
葛山城址保存会　997-1035

　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 24日㈯・25日㈰
　８時 30分～ 12時
●他の官公庁などに確認が必
要な事務は、原則として取り
扱いできません。
　●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
●戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明書などの発行、

印鑑登録、旅券の交付　※旅券の申請は取り扱
いできません。

●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

●国民健康保険の加入、脱退の事務　※健康保険
などの加入・脱退連絡票がない場合は取り扱い
できません。

●年金手帳再交付申請（１号被保険者のみ）、取得
届、喪失届、免除、納付猶予、学生納付特例の
受け付けなどの事務　※健康保険などの加入･脱
退連絡票のない取得届･喪失届、裁定請求、未支
給請求、高齢任意加入事務、年金事務所に照会
を要する事務は取り扱いできません。再交付の
年金手帳は、年金事務所から後日郵送します。

●後期高齢者医療に係る事務
　※保険証などは後日郵送します。

子ども保育課
995-1822

●市立幼稚園児の転入、転出に係る事務
●保育園児の入園、退園、転園に係る事務

学校教育課
995-1838 ●小･中学生の転入、転出に係る事務

子育て支援課
995-1841

●児童手当の申請と消滅などに係る事務
●乳幼児、こども医療費に係る事務
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インフォメーション

Information

はかりの定期検査

取引や証明に計量器を使用して
いる場合、計量法の規定で定期検
査を受ける必要があります。対象
者へは、検査日の約１週間前まで
に「計量器定期検査通知書（はが
き）」が計量協会から届きます。
必ず受検してください。

４月５日㈭ 11 時～ 16 時・６
日㈮ 10 時～ 12 時・９日㈪ 13
時 ～ 16 時・10 日 ㈫ 10 時 ～
16 時
市役所駐車場
商店や工場などで取引に使うは
かり、学校や病院などで健康診
断書の作成のために使うはかり、
薬局などで薬剤調合用に使うは
かり、荷物運送業などで荷物の

料金を決めるために使うはかり
など
受検方法／計量器、計量器検査通

知書、検査手数料（通知書に記
載）を検査会場にお持ちくださ
い。
商工観光課　995-1857

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 22 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館３階研修室
昭和 23 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。
保険証、筆記用具など
国保年金課　995-1814

J-ALERT の全国一斉
情報伝達訓練

地震などの自然災害や武力攻撃
などの発生時に備え、全国瞬時警
報システム “J アラート ” を用い
て情報伝達訓練を行います。当市
では、広報無線の戸別受信機と屋
外スピーカーから試験放送を流し
ます。

３月 14 日㈬　11 時ごろ
放送内容／上りチャイム音＋「こ

れは、J アラートのテストです」
×３＋「こちらは、広報すその
です」＋下りチャイム音
J アラートは、地震や津波、武
力攻撃などの緊急情報を国から
人工衛星などを通じて瞬時に伝
えるシステムです。
危機管理課　995-1817

静岡県側の図柄入り富士山ナンバープレート デザイン決定！
－市内在住のデザイナーの作品－

静岡県側の図柄入り富士山ナンバープレート デザイン決定！
－市内在住のデザイナーの作品－

4 市 1 町（裾野市、御殿場市、富士市、富士宮市、小山町）で
構成される富士山ネットワーク会議でデザインの募集や人気投票
を行っていた、静岡県側の図柄入り富士山ナンバープレートのデ
ザイン案が決まりました。今後、国の関係機関で視認性などを審
査され、色合いなどの修正を経て、最終の図柄が決定します。こ
のナンバープレートの交付開始は、10 月ごろを予定しています。
作成者／デザイナー　大庭寛明さん（和市）
作品の題名／美しく雄大な富士と豊かな田園
コンセプトやデザインに込めた思い／見上げれば富士。裾野に広

がる豊かな大地。美しい花々に囲まれた潤いある田園風景。こ
の地方を象徴的に表現した。全国の誰もが望む光景ではないで
しょうか。
●現在のナンバープレートをそのまま使うこともできます。
●図柄入りナンバープレートの交付には、手数料が掛かります。
企画政策課　995-1804

カラーバージョン
（寄付金あり）

モノトーンバージョン
（寄付金なし）
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お知らせ

支援や配慮を促す
「ヘルプマーク」の配布

ヘルプマークは、外見から分か
らなくても援助や支援を必要とし
ている方が、周囲に配慮を必要と
していることを知らせ、援助を得
やすくするマークです。希望する
方に、マークを配布します。

義足や人工関節を使用している
方、内部障害や難病の方、妊娠
初期の方など、援助や支援を必
要としている方
配布場所／障がい福祉課
配布数／ 115 個
使用方法／ストラップを利用して

鞄などに付けます。必要に応じ
て、付属のシールに名前や電話
番号、血液型、薬についてなど
周囲に伝えたい情報を記入し、
マークの片側に貼ります。
得られる配慮の例／●電車やバス

などでの優先座席の利用
●駅や商業施設などで声をかけ
てもらうなどの配慮
●災害時に安全に避難するため
の配慮
配布場所で任意で聞き取りを行
い、交付します。家族や支援者
などの代理人への配布もできま
す。
●県庁や県保健所などでも配布
しています。
●郵送での配布は行いません。
障がい福祉課　995-1820

市民無料相談

３月 20 日㈫　10 時～ 12 時
　※受付▶ 11 時 40 分まで

市役所４階会議室
●司法書士相談▶相続、登記、
会社の設立、増資、成年後見業
務、社会保険労務などの相談。
●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

あすなろ囲碁教室（前期）
受講者

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
軽に参加してください。

４月７日・14 日・21 日・28 日、
５月 12 日・19 日、26 日、７
月 21 日・28 日、 ８ 月 ４ 日・
11 日・18 日・25 日、９月１日・
８日の土曜日（全 15 回）
※時間はいずれも 10 時～ 11
時 30 分
東西公民館（鈴木図書館３階）
市内に住んでいるか通勤・通学
している５歳以上の方
25 人（先着順）
高校生以下 1,500 円
大人 3,000 円
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え
てお申し込みください。
３月 10 日㈯９時～ 18 日㈰ 17
時
東西公民館　992-6677

平成 31年成人式実行委員

平成 31 年１月 13 日㈰に開催
される成人式の企画や運営を行う
実行委員を募集します。

平成 31・32 年に成人式を迎え
る 平成10年４月２日～平成12
年４月１日に生まれた方で、５
月から生涯学習センターで開催
する実行委員会に出席できる方
20 人程度
生涯学習課へ電話・メールでお
申し込みください。メールの場
合、件名を「裾野市成人式実行
委員申込」とし、住所・氏名・
電話番号を明記してください。
４月 27 日㈮
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.

　shizuoka.jp

30 年度１期認知動作型
トレーニングマシン教室

体感を鍛え、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です。

４月 12 日㈭～
火曜日▶ 10 時 30 分～ 12 時、
19 時～ 20 時 30 分
木曜日▶ 13 時 30 分～ 15 時、
19 時～ 20 時 30 分
金曜日▶９時～ 10 時 30 分
市民体育館
市内に住んでいるか通勤・通学
している中学生以上の方で、医
師による運動制限のない方
週１回× 10 回 5,000 円
市スポーツ施設ホームページを
確認し、往復はがきでお申し込
みください。
３月 31 日㈯
市民体育館　993-0303
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2018.3.1



インフォメーション

Information

Q  「以前カニを購入してもらった人に連絡して
いる」と海産物販売業者から電話があった。

心当たりがなかったので断ったが、しつこく勧誘さ
れ購入してしまった。キャンセルしたいができるか。

Ａ カニなどの海産物の勧誘電話を受け「強引に
契約させられた」「断ったのに商品が届いた」

「キャンセルしたいのに連絡が取れない」などの相
談が寄せられています。電話での勧誘を受けて契約
した場合は、カニなどの生鮮食料品も８日以内なら
ば、クーリング・オフ（無条件解約）できます。ト
ラブルに遭わないために、断るときにはきっぱりと
断りましょう。知らない業者からの突然の電話には
用心し、契約した場合は連絡先を必ず聞きましょう。
不安なときは、消費生活センターに早めにご相談く
ださい。

若者に多い消費者トラブル
　知識や経験の少ない若者たちは、悪質業者の格好
のターゲットです。被害に遭わないため、契約の知
識を身に付けましょう。
①ワンクリック請求
　無料と思ってサイトにアクセスすると、アダルト
サイトや出会い系サイトの登録が完了したとして、
お金を請求する。
アドバイス▶突然「登録になりました」と表示され
ても、契約が成立していないことが多いので、請求
されるままにお金を払わないでください。
②インターネット通販トラブル
　インターネットで商品を注文し、お金を払ったが
商品が届かない、ショップと連絡が取れない。
アドバイス▶注文前に店舗の所在地や連絡先を確認
し、注文内容や注文確認画面を保存してください。

消費生活センター
995-1854

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

平成29年度　全国統一防火標語
　 火の用心
　　　 ことばを形に
　　　　　　　　 習慣に

十里木キャンプ場の管理人

勤務地／十里木キャンプ場（須山
2427-1）
18 歳以上（高校生を除く）で、
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月下旬～ 10 月末日
勤務日／キャンプ場の予約が入っ

た日と７月下旬～８月 31 日ま

でを交代勤務
勤務時間／基本①～③のいずれか

①８時 30 分～翌８時 30 分
② 12 時～翌 12 時
③８時 30 分～ 17 時
※予約状況によって変わります。
仕事内容／キャンプ場の受付事務、

キャンプ場内の維持管理など
給料／①②の場合など宿泊を伴う

勤務の場合▶ 14,000 円③など
日中のみの勤務の場合▶ 7,000
円（半日勤務の場合は3,500円）
生涯学習センターにある雇用申
込書に必要事項を記入し、提出

してください。
３月２日㈮～ 16 日㈮　※土・
日曜日を除く
●勤務地までは自家用車通勤で
す。
●申し込んだ方は、３月 23 日
㈮ 14 時から生涯学習センター
で実施する採用面接を受けてく
ださい。
生涯学習課　992-3800

12
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Health

３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
６か月児
育児教室

６日㈫
９:00〜９:15

平成29年９月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

13日㈫
13:00〜13:30

平成28年８月
生まれの方

２歳児
親子教室

20日㈫
９:00〜９:15

平成28年２・３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

８日㈭
13:00〜13:15

平成27年９月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00〜13:30

平成27年２月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ６日㈫　 17:00 〜 19:45
13日㈫※  9:00 〜 11:30
19日㈪　 13:00 〜 15:30

※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※
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

１日㈭
18:00〜18:30 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

14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

８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

内科 内科 内科
4 5 6 7 8 9 10

整形 外科 内科 内科 内科 内科 内科
11 12 13 14 15 16 17

整形 整形 内科 外科 内科 整形 内科
18 19 20 21 22 23 24

内科 整形 内科 内科 内科 整形 整形・内科
25 26 27 28 29 30 31

外科 整形 内科 内科 整形 内科 内科
※24日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

13
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救急協力医

３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 ㈮ 小林医院 966-7700 今沢 白石医院 951-4593 市道町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

17 ㈯ 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

18 ㈰

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

山谷内科医院 966-5333 青野 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

須山診療所 998-0006 須山 五十嵐クリニック 934-6700 志下

19 ㈪ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 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

21 ㈬

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 遠藤クリニック 975-8801 久米田

杉山病院 963-4114 錦町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

清水館医院 993-2323 茶畑 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

22 ㈭ 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

23 ㈮ 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

24 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 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

25 ㈰

福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 守重医院 931-2511 我入道
　江川

旭医院 966-0031 原 よざ小児科医院 967-5722 原

込宮クリニック 992-8686 茶畑 西方外科医院 921-1333 共栄町

14
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３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 内 科 外 科 小 児 科

26 ㈪ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 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

27 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

28 ㈬ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 大沢ハート

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

29 ㈭ 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

30 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 田中医院 921-2053 高島町

31 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
瀬尾記念
慶友病院 935-1511 下香貫

　島郷 西村医院 971-6510 下土狩

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

18 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

21 ㈬ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑　　

25 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　　

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

スマイル歯科医院
997-1610 深良　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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３月の休館日

湯山さんと芹澤さんは、当市の行政相談委員とし
て活躍しています。行政相談委員は、行政相談委員
法に基づいて総務大臣が委嘱する身近な民間のボラ
ンティアです。行政とのパイプ役となる 2 人は、
市民の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。「相談者のお話に
耳を傾け、公平・中立な立場で心を込めて対応しま
す」と行政相談委員 21 年目の湯山さん。

2 人は、子どもたちにも日常生活と行政との関わ
りなどについて理解してもらうために、東中学校で
行政相談出前教室を行っています。パワーポイント
を使って、具体的な相談解決事例を紹介しながら分
かりやすく説明します。講師を務めた芹澤さんは「出
前教室では、生徒たちが行政を信頼し行政に期待を
抱いていることを実感します」と言います。

行政相談は毎月、市役所で行っています。「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
関する意見や要望、行政に関して分からないことな
どはありませんか。そんなときに役に立つのが行政
相談です。皆さんの身近な相談相手として、問題解
決のお手伝いをします。相談は無料で相談者の秘密
は固く守ります。行政の制度や運営の改善に生かす
仕組みですので、どうぞお気軽に相談ください」と
2 人は話します。今後も 2 人の活躍が期待されます。

市民と行政のパイプ役　行政相談委員
湯山 貴志子さん（御宿上谷・68 歳）〔右〕

芹澤 隆伸さん（中丸下・66 歳）〔左〕　　

５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪

江戸時代の十里木新田

須山村の枝
えだ

村
むら

であった十里木新田の江戸時代の様
子を紹介します。1841年の『十里木新田歎書』によ
ると「十里木新田はかつて須山村新田と言っていた
が、寛文年中（1661～73 年）に富士郡の者が林に入
り立木を切り取り争論になった際、須山村新田から
十里木新田へ住居を移させた。山中で農業には不向
きのため、炭焼きや茶・紙などの荷物の継送りの駄賃
稼ぎで生活している。近年、村も困窮し、杉・ヒノキ・
モミを払い下げていただき、杣

そま
・木

こ
挽
び

きの仕事をし
たい」とあります。1698 年の記録『覚』には、「家数
12 軒、人数 58 人（男 32・女 26）」と書かれてます。

1835 年の『寺替証文』では、十里木新田組頭善右
衛門家が東田中村禅宗寶持院の檀家であることが証
明されており、十里木新田の何軒かが御殿場の東田
中村から移ってきたことが分かります。

（須山区有文書）

『十里木新田歎書』 『寺替証文』

平原綾香 15th Anniversary CONCERT TOUR 2018
〜 Dear Music 〜

と　き／７月14日㈯　17時30分～　※開場▶17時
ところ／大ホール
料　金／全席指定　6,800 円（税込）
　※未就学児の入場はできません。
発売日／アザレア友の会先行▶３月３日㈯～９日㈮
　　　　市民先行▶３月 17 日㈯～ 23 日㈮
　　　　一般▶４月 21 日㈯

https://www.susono-bunka.jp
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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

2 月 25 日　多くのお友達が駆けつけてくれました
すそのんお誕生会　市民文化センター

Contents
p02 平成28年度　財務書類を公表します
p06 フォトグラフ
p08 来年度の国民年金保険料が決定
p09 狂犬病予防注射を4/19㈭・4/22㈰に実施
今号は、「区長会だより」がとじ込みされています。



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 29年３月 31日時点の市の人口から算出（52,590 人）
　●端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

※静岡県芦湖水利組合は、「統一的な基準」に基づく財務書類作成移行期間のため、平成28年度は算入していません。

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
三島市外五ヶ市町箱根山組合
三島市外三ヶ市町箱根山林組合

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27年度末純資産残高 652億円�（645億円）768億円�（756億円）146万2千円� （143万円）

純行政コスト △170億円
（△164億円）

△291億円
（△282億円）

△55万4千円
（△53万3千円）

財源 164億円
（171億円）

287億円
（294億円）

54万5千円
（55万7千円）

・税収など 126億円 （130億円）197億円 （212億円） 37万5千円 （40万1千円）

・国県などの補助金 ��38億円� （41億円）��90億円� （83億円）��17万1千円�（15万6千円）

平成28年度差額 △6億円� （7億円）△4億円� （12億円）���� △8千円� （2万3千円）

平成28年度純資産変動額 △6億円� （7億円）△9億円� （12億円）△1万8千円�（2万3千円）

期末純資産残高 646億円�（652億円）759億円�（768億円）１44万4千円�（１45万4千円）

平成28年度純資産増減額
普通会計

652億円�⇒646億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

6億円の減少
連結会計

768億円�⇒759億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

9億円の減少

（ ）

（ ）

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 28 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 27 年度決算数値

平成 28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
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
経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益
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
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 111億円　（104億円） 138億円　（128億円） 26万3千円　（24万2千円）
・人件費 39億円 　（35億円） 48億円　�（38億円） 9万1千円　�（7万2千円）
・物件費 65億円 　（66億円） 79億円　�（82億円） 15万1千円　（15万6千円）
・その他 6億円 　�（3億円） 11億円　　（8億円） 2万1千円　�（1万4千円）
２．移転費用 79億円 　（75億円） 180億円　（184億円） 34万2千円　（34万8千円）
・補助金など 25億円 　（18億円） 141億円　（141億円） 26万8千円　（26万7千円）
・社会保障給付 36億円 　（36億円） 36億円　�（36億円） 6万8千円　�（6万8千円）
・他会計への繰出金 14億円 　（14億円） − −
・その他 3億円 　�（7億円） 3億円　　（7億円） 6千円 　（1万4千円）

経常行政コスト合計 １89億円  （１79億円） 3１8億円　（3１2億円） 60万5千円　 　（59万円）

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 8億円（10億円） 19億円（20億円） 3万5千円（3万7千円）
２．その他 10億円 （5億円） 8億円（10億円） 1万6千円 　（2万円）

経常収益合計 １9億円（１5億円） 27億円（30億円） 5万１千円（5万7千円）

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

１7１億円（１64億円） 29１億円（282億円） 55万4千円（53万3千円）

Profit and Loss statement

（　）内は平成 27 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 811億円
（813億円）

1,004億円
（1,011億円）

190万8千円
（191万4千円）

1．有形固定資産 768億円
（769億円）

955億円
（960億円）

181万6千円
（181万7千円）

２．無形固定資産 1億円
（1億円）

1億円
（1億円）

2千円
（2千円）

３．投資その他の資産 41億円
（43億円）

48億円
（50億円）

9万円
（9万5千円）

流動資産 65億円
（72億円）

103億円
（103億円）

19万6千円
（19万5千円）

1．現金預金 6億円
（12億円）

38億円
（37億円）

7万3千円
（7万円）

２．未収金 1億円
（1億円）

2億円
（2億円）

4千円
（5千円）

３．基金 56億円
（57億円）

56億円
（57億円）

10万7千円
（10万8千円）

４．棚卸資産 2億円
（2億円）

6億円
（6億円）

1万2千円
（1万2千円）

資産合計 876億円
（885億円）

１,１07億円
（１,１１4億円）

2１0万4千円
（2１0万9千円）

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
（215億円）

317億円
（319億円）

60万3千円
（60万3千円）

1．地方債 180億円
（186億円）

251億円
（259億円）

47万8千円
（49万1千円）

２．退職手当引当金 30億円
（28億円）

35億円
（28億円）

6万7千円
（5万3千円）

３．その他 1億円
（1億円）

31億円
（31億円）

5万8千円
（5万9千円）

流動負債 20億円
（18億円）

30億円
（27億円）

5万7千円
（5万2千円）

1．一年以内償還
　　予定地方債

17億円
（16億円）

26億円
（24億円）

5万円
（4万6千円）

２．賞与などの
　　引当金

2億円
（2億円）

3億円
（2億円）

5千円
（4千円）

３．その他 1億円
（−）

1億円
（1億円）

1千円
（1千円）

負債合計 230億円
（233億円）

347億円
（346億円）

66万円
（65万5千円）

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 646億円
（652億円）

759億円
（768億円）

144万4千円
（145万4千円）

負債と純資産合計 876億円
（885億円）

１,１07億円
（１,１１4億円）

2１0万4千円
（2１0万9千円）

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 27 年度決算数値
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（　）内は前年度決算数値

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。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 11億円
（17億円）

25億円
（27億円）

4万8千円
（5万1千円）

・業務支出 164億円
（158億円）

280億円
（281億円）

53万2千円
（53万1千円）

・業務収入 175億円
（168億円）

305億円
（301億円）

58万円
（57万1千円）

・臨時収入 −
（6億円）

−
（6億円）

−
（1万2千円）

２．投資活動収支 △12億円
（△21億円）

△18億円
（△29億円）

△3万4千円
（△5万4千円）

・投資活動支出 37億円
（52億円）

45億円
（60億円）

8万5千円
（11万4千円）

・投資活動収入 24億円
（31億円）

27億円
（31億円）

5万1千円
（5万9千円）

３．財務活動収支 △4億円
（6億円）

△6億円
（3億円）

△1万1千円
（5千円）

・財務活動支出 16億円
（15億円）

25億円
（26億円）

4万7千円
（4万9千円）

・財務活動収入 12億円
（21億円）

19億円
（28億円）

3万6千円
（5万4千円）

平成28年度資金収支額 △5億円
（2億円）

1億円
（1億円）

3千円
（2千円）

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）

平成28年度末資金残高 6億円
（11億円）

38億円
（36億円）

7万2千円
（6万9千円）

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
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フォトグラフ

Photograph ２月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／御殿場市　時之栖

夢や家族のことを英語で� ２月10日

英語スピーチコンテスト・日本語スピーチが生涯学習センターで
行われました。市内の中学 2 年生 16 人が、夢や家族のこと、自身
が訪れた国と日本との違いなどを英語で述べました。中国やインド
ネシアなどから来た 5 人は、流ちょうな日本語でスピーチしました。

第 2 回英語でリトミックが市民体育館で行われました。参加した親
子は英語の音楽に合わせてリトミックをしたり、英語で指定された色
のボールを集めたりし、英語を使って楽しく体を動かしました。また、
開催日は節分ということで、新聞紙で豆を作り豆まきを行いました。

英語の音楽に合わせて� ２月３日

御殿場市の時之栖で行われているイルミネーションに出展してい
る団体の表彰式で、すそのん万華鏡が銀賞を受賞しました。くるく
る回すと万華鏡の中ですそのんが踊るように写り、とてもかわいい
です。３月 21 日㈬まで展示しています。ぜひ見に来てください。

すそのん万華鏡が大人気
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Photograph 2018.２

磁石のふしぎ� ２月17日

親子チャレンジ広場が東西公民館で行われました。磁石について
の説明のあと、親子で磁石の性質を利用したいろいろな実験を行い
ました。参加した子どもたちは磁力で浮くチョウに「すごい！　楽
しい」と夢中になって実験を楽しみました。

ハートのパンを作ったよ� ２月10日

北児童館のわくわく感動体験「ミステリークッキング」で、子ど
もたちがパン作りに挑戦しました。バレンタイン直前ということで
ココア味のハート型のパン。どれもおいしそうに出来上がって大喜
びでしたが、一番の笑顔が見られたのは試食の時間でした。

自作の電池で明かりがともる� ２月18日

南児童館の環境イベント「竹炭電池づくり」で、身近な材料を使
い電池を作りました。講師から電池の仕組みを学んだ後、容器の中
に竹炭とアルミを並べ食塩水を注ぎました。出来上がった電池で
LED 電球がともると、子どもたちは喜んでいました。

書き初め・美術・アイデア作品を表彰�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
が市役所で行われました。市長賞、議長賞、教育長賞の合計 14 人
の小・中学生を表彰しました。表彰者を代表して、市長は「素晴ら
しい作品が多く、選考に苦慮しました」などとあいさつしました。

地域での災害対策に役立てて� ２月14日

NTT タウンページ㈱から「裾野市版防災×医療タウンページ」
が贈呈されました。避難方法や備蓄品などの情報の他、公衆電話の
場所と市が提供した避難所の場所がマップで掲載されています。通
常のタウンページと共に市内全世帯と事業所に配布されました。

今年も寿太郎みかんを小学生に� ２月16日

JA なんすんから「寿太郎みかん」3,220 個が贈呈されました。
みかんの贈呈は今年で 10 回目。JA なんすんの岡田組合長は「食
の教育に役立ててほしいです」と目録を教育長に手渡しました。贈
呈されたみかんは、市内の小学校の給食で提供されました。
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特集２

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
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 30 年度の国民年金保険料は月々 16,340 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・災害などがあった日の前月からその年の翌々
年６月までの期間、特例免除申請ができます。
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 30 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、障害年金などを受け取れない
場合があります。
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特集３

狂犬病予防注射を 4/19 ㈭・4/22 ㈰に実施
あなたの愛犬を狂犬病から守ります
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。狂犬病予防
注射の接種を忘れずに行ってください。

生活環境課
995-1816

接種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）
② 1 カ月以内にほかの予防注射を受けた
③妊娠中・授乳中
④今まで狂犬病の予防注射を受け、具合が悪くなった

ことがある
⑤現在、病気を治療して

いる

注射料は一匹につき 3,400 円

注射を受けさせる際には、以下のものをお持ちくだ
さい。
●予防注射案内はがき
●愛犬手帳
●注射料（１匹につき 3,400 円）
※おつりがないようにお願いします。注射後にお渡し

する注射済票は必ず飼い犬に装着しましょう。

犬を飼い始めたら登録を

生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、30 日以内に市
に登録する必要があります。登録１匹につき 3,000 円
かかります（登録は生涯に一度）。登録後にお渡しする
鑑札は、必ず首輪に付けてください。また、飼い主の変
更や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

４月 19 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 22 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 29 年度の注射済
票を飼い犬に装着して来場してください。
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インフォメーション

Information

原動機付自転車やトラクターなどの軽自動車を
所有している方は、軽自動車税がかかります。市
役所へ申告し、ナンバープレートの交付を受けて
ください。ナンバープレート
は公道走るかどうかに関係な
く、軽自動車を所有している
限り付ける必要があります。

軽自動車税の対象となるもの
車種 税額

原動機付自転車
50cc 以下 2,000 円
90cc 以下 2,000 円
125cc 以下 2,400 円

ミニカー 50cc 以下 3,700 円
小型特殊農耕用 農耕トラクター、コンバイン、田植機など 2,400 円
小型特殊その他 フォークリフト、ショベルローダなど 5,900 円

原動機付自転車などを譲ったり、売ったりした
場合は廃車手続きをしてください。廃車をしない
と、軽自動車税がかかり続けてしまいます。課税
は、4 月 1 日現在の所有者に行います。

登録▶はんこ、販売証明（譲渡証明）、車両の
情報が分かるもの

　廃車▶はんこ、ナンバープレート、標識交付証
明書

原動機付自転車やトラクターなどの登録 管理納税課　995-1811

こども医療費助成制度

小学１年生から高校３年生相当
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月末
に受給者証を郵送します。３月

31 日㈯までは乳幼児医療費受
給者証を使用し、４月以降に破
棄してください。●４月から高
校１年生～３年生相当の子ども
には、３月末に受給者証を郵送
します。４月１日㈰から使用で
きます。
子育て支援課　995-1841

バス路線　ダイヤ改正

バス路線「御殿場線」と「東急
千福ヶ丘線」は、大幅に減便され
ます。ご利用の方は、市公式ウェ
ブサイトから新ダイヤをご確認く
ださい。その他バス路線のダイヤ
改正については、３月 23 日㈮以
降にご確認ください。
改正日／４月２日㈪

企画政策課　995-1804
富士急シティバス㈱　921-5367
http://www.city.susono.
shizuoka.jp/kurashi/4/1/1/

市指定給水装置工事
事業者の廃止

次の業者を廃止しました。
●有限会社　小笠原産業

静岡市清水区庵原町 589-24
TEL 0543-64-0935
上下水道課　995-1834

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３日㈫ 須山
コミセン

東 ４月４日㈬
生涯学習
センター

深良 ４月６日㈮
西 ４月 11日㈬
富岡 ４月 12日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　994-0145
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固定資産課税台帳の閲覧
４月２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
ている固定資産の課税台帳の
閲覧
１回 300 円　※①～④の方
は４月２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相続がわかる
除籍の謄本など⑤賃貸契約書
または対価の領収書

４月２日㈪から平成 30 年度の課税の内容を確認できます。
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

４月２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相続がわかる
除籍の謄本など

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

課税課
　995-1809

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　 住所　 Mail　 Web　

児童手当の請求

児童手当を受給する公務員が、
退職などで公務員でなくなった場
合は退職などの翌日から 15 日以
内に、子育て支援課で手続きが必
要です。15 日以内に手続きがさ
れなかった場合、手当てをもらえ
ない期間が発生します。

子育て支援課　995-1841

公の施設の
指定管理者の指定

次の施設を管理する指定管理者
を指定しました。
施設名／デイサービスセンターい

きいきホーム、デイサービスセ
ンターいずみ荘、デイサービス
センターすやまホーム

指定管理者／（福）裾野市社会福
祉協議会
４月１日～平成 33 年３月 31
日
社会福祉課　995-1819

防衛省採用試験
一般幹部候補生

一般要員 ▼５月 12 日㈯
飛行要員 ▼ ５月 12 日㈯・13
日㈰
大卒程度試験▶ 20 歳以上 26
歳未満（22 歳未満は大卒、大
卒見込みを含む）

　院卒者試験▶修士課程修了者な
どで 20 歳以上 28 歳未満
５月 1 日㈫
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

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
　社会福祉協議会　992-5750

ひとり親家庭入学児童祝金

母子・父子家庭などの児童が、
小・中学校に進学するときに祝金
を支給します。

子育て支援課、社会福祉協議会
各支所にある申請書に必要事項
を記入し、子育て支援課または、
社会福祉協議会へ提出
４月９日㈪
子育て支援課　995-1841

　社会福祉協議会　992-5750
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インフォメーション

深良用水の通水を記念し、４月 22 日㈰に深良小学校グラウンドな
どで深良用水まつりを行います。
仮装行列一般参加

深良用水が通水した、江戸時代当時の衣装で深良地区内を練り歩き
ます。
集合／４月 22 日㈰　７時 30 分
集合場所／深良地区コミュニティセンター

深良支所にある応募用紙に必要事項を記
入し、提出してください。　※郵送、ファ
クス可
４月６日㈮
仮装の衣装（江戸時代風の和装）※主催者側で衣装の用意はありま
せん。
参加者には、深良用水まつりで利用できる食事券を配布します。

フォトコンテスト
深良用水まつり当日に撮影した写真をご応募ください。

応募方法／深良支所にある応募用紙に必要事項を記入し、写真を添え
て提出してください。　※郵送可

応募締切／５月 14 日㈪
応募規定／A4 または四つ切サイズ（300mm × 250mm）のカラープ

リントの単写真。１人３点以内。未発表で他に発表予定のない作品
応募上の注意／●個人情報は本人の許可なく第三者への提供はしませ

ん。入賞者については、氏名・年齢・行政区などを公開する場合が
あります。●入賞作品は、深良用水まつり PR のため、主催者が無
償で使用する権利を有します。●入賞作品はデジタルデータを提出
してください。●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。●撮影時のカメラなどの破損などの
責任は負いません。●応募作品は返却しません。
入賞者には直接通知します。
深良支所　992-0400　 993-7231　 〒 410-1102　深良 657

第５回深良用水まつり
フォトコンテスト作品・仮装行列一般参加者　募集

平成 29 年度市防火標語
「火の元は？」
　出かける前の　合言葉

マッグデイ 快さん

手話講座受講生

平成 30 年度に入門編、平成
31 年度に基礎編を行う講座の受
講生を募集します。２年間通じて
受講してください。
入門編

５月 15 日～９月 18 日毎週㈫
と８月 26 日㈰　※８月 14 日
㈫休講
御殿場市民交流センターふじざ
くら（御殿場市萩）
18 歳以上で裾野市・御殿場市・
小山町に住んでいるか通勤して
いる方
20 人（先着順）
3,240 円（ 入 門 編・ 基 礎 編
DVD 付きテキスト代）
４月２日㈪～
平成 31 年度のスケジュールな
どは別途通知します。

小山町役場住民福祉課福祉班
　0550-76-6661
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４月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈯ 杉山産業
☎992-1131

８日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

14日㈯ 山崎設備
☎997-6766

15日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

21日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

22日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

28日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

29日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

30日㈮ ㈲井上設備工業
☎997-4578

１日㈰ 富岡地区桜まつり

３日㈫ 市立保育園入園式

５日㈭ 市立小・中学校入学式

10日㈫ 市立幼稚園入園式

14日㈯～
15日㈰

富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり

22日㈰ 深良用水まつり

４月　カレンダー

データバンク
３月１日現在

人　口　52,440人� （−85人）
　男　　26,638人� （−37人）
　女　　25,802人� （−48人）
世　帯　21,652世帯�（−53世帯）
内、外国人� 812人�473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

お知らせ

図書館YAアドバイザー

図書館 YA（ヤングアダルト）
コーナーの利用を促進するため、
図書館に置く本を選ぶ選書や講演
会の手伝いをする中高生を募集し
ます。

５月～ 12 月の㈯　月１回
鈴木図書館
市内に住んでいる中学生、高校
生（４月１日時点）
６人（先着順）
４月７日㈯９時～
YA は、主に中高生を中心とし
た 10 代を指す言葉です。

鈴木図書館　992-2342

市スポーツ祭レクスポ
３種目大会の参加チーム

ペタボード大会、輪投げ大会、
ファミリーバドミントン大会、の
参加チームを募集します。

５月 20 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６日㈮～５月６日㈰
●監督者会議（抽選会、大会注
意事項の説明）を５月 11 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 18 日㈰に小山町で
行う、駿東地区レクスポ
大会の出場権が得られま
す。
市スポーツ祭運営委員会
993-0303

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 26 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
４月 12 日㈭

国保年金課　995-1813

13
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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㈰

べっく・メディカ
ル・クリニック 92１-１300 西沢田 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

境医院 975-802１ 竹原 白十字小児科医院 933-5１１１ 下香貫
　馬場

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

２㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 香貫医院 93１-2465 本郷町 まるやま
小児科医院 98１-8577 堂庭

３㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 沼津整形外科医院 92１-379１ 共栄町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

４㈬ 小林内科医院 92１-2１65 米山町 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

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

６㈮ つかだ医院 983-１577 堂庭 西方外科医院 92１-１333 共栄町 田中医院 92１-2053 高島町

７㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-１2１2 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

８㈰

岩渕内科医院 95１-4579 添地町 関外科胃腸科医院 92１-2１85 花園町

稲玉内科
クリニック 99１-5１１１ 伏見 坂小児科医院 93１-3233 下香貫

　前原

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

９㈪ 新井内科
クリニック 992-08１１ 久根 田沢医院 962-１205 大手町 まるやま

小児科医院 98１-8577 堂庭

10 ㈫ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

11 ㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 山本整形外科・

循環器科 989-8１１１ 南一色 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

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

14
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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

１㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

聖隷沼津病院
952-１000 松下　　

勝又歯科医院
989-4726 上土狩　

８㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

沼津市立病院
924-5１00 東椎路　

会田歯科医院
972-04１8 卸団地　

15 ㈰ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩　

聖隷沼津病院
952-１000 松下　　

かぬき岩端医院
932-8１89 前原　　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈮ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3１33 下土狩

14 ㈯ 池田病院 986-１2１2 本宿 池田病院 986-１2１2 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈰

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

柿田川医院 973-360１ 柿田 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 西方外科医院 92１-１333 共栄町

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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●４月の行事予定
おはなしの会
 14日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 21日㈯ 14時30分〜 本館おはなしのへや

親子おはなし広場
 10日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 18日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 25日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 11日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 19日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 27日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

野際　翔
とう
真
ま

くん
（２歳 11ヶ月・久根）

荻田　彩
あや
乃
の

ちゃん
（３歳・須山三）

江田　喜
き
一
いち

くん
（２歳 10ヶ月・佐野二）

室伏　桜
さく
弥
や

くん
（２歳 11ヶ月・富沢）

甲斐　湊
みな
翔
と

くん
（３歳・岩波）

４月の休館日 ２日㈪・９日㈪・16日㈪
23日㈪・26日㈭

●百年泥
著：石井遊佳　新潮社

●ヲトメノイノリ
著：石田千　筑摩書房

●春待ち雑貨店ぷらんたん
著：岡崎琢磨　新潮社

●サニー・シックスティーン・ルール
　Sunny 16 Rule
著：関口尚　中央公論新社

●僕と彼女の左手
著：辻堂ゆめ　中央公論新社

●きくち駄菓子屋
文：かさいまり　絵：しのとうこ　アリス館

●きらわれもののこがらしぼうや
作・絵：仁科幸子　PHP研究所（とっておきのどうわ）

●ともだちのやくそく
え：ひろかわさえこ　さく：中川ひろたか　アリス館

●密林一きれいなひょうの話
え：和田誠　おはなし：工藤直子　瑞雲舎

●ローラとわたし
絵：パオロ・ドメニコーニ
文：キアラ・ヴァレンティーナ・セグレ　�徳間書店

一般書

児童書

新刊おすすめ本
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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。

特集１

平成 30 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
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新築住宅の減額措置 ～一般住宅は 3 年間～

一般住宅は新築後３年間 ( 認定長期優良住宅※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 26 年１月２日～平成 27 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 24年 1月 2日～平成 25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 24 年１月２日～平成 25 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 22年１月 2日～平成 23年 1月 1日に減額の
対象となる 3階建て以上の中高層耐火住宅の認定
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～

特集１
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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 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 24年４月２日～平成 25
年４月１日生まれに発送 ４月１日㈰～平成 31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

三種混合〔ジフテリア・百
日せき・破傷風〕

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
がん予防〔ヒトパピロー
マウイルス〕

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

①接種券の有効期限を確認
②直近のワクチン接種日を確認し、そのワクチンが「不
活化ワクチン」なら 6日以上、「生ワクチン」なら
27日以上空いているか確認
③接種するワクチンと同じ種類のワクチンの接種間隔
が合っているか確認

同じワクチンでの接種間隔の例（B 型肝炎）
接種前には、母子健康手帳のワクチン接種歴欄を開き、接種間隔の確認を

初回１回目 初回２回目 追加

特集２

予防接種一覧
予防接種で病気を予防しましょう

27 日以上あける
初回1回目の注射から139日以上あける
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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 31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、障がい者手帳１級または
同程度の障がいがある方
● 65 歳の方（昭和 28 年４月２日～昭和 29 年４月
１日生まれの方）
● 70 歳の方（昭和 23 年４月２日～昭和 24 年４月
１日生まれの方）
● 75 歳の方（昭和 18 年４月２日～昭和 19 年４月
１日生まれの方）
● 80 歳の方（昭和 13 年４月２日～昭和 14 年４月
１日生まれの方）
● 85歳の方（昭和８年４月２日～昭和９年４月１日
生まれの方）
● 90歳の方（昭和３年４月２日～昭和４年４月１日
生まれの方）
● 95 歳の方（大正 12 年４月２日～大正 13 年４月
１日生まれの方）
● 100 歳の方（大正７年４月２日～大正８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ないか確認しましょ
う。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

特集２
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【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

【運動の重点】
１.	 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運
転者の交通事故防止

２.	 自転車の安全利用の推進
３.	 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

４.	 飲酒運転の根絶
【裾野地区の統一重点】
安全確認「止まる・見る・待つ」の徹底

春の全国交通安全運動

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。新年度を迎え、入学した
ばかりの新１年生や、新しい学年となった児童・生徒
が希望を胸に登下校します。道路を通行する際は、心
と時間に余裕をもち、安全運転を心がけましょう。

危機管理課　 995-1817

春の全国交通安全運動
交通事故ゼロで気持ち良い新生活のスタートを！

交通ルールの遵守と交通マナーの実践を！

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。道路を横断するときは、左右の確認
だけでなく、周囲の安全確認も確実に行いましょう。
通学路や家の周りなどを、保護者と子どもが一緒に
歩き道路上でのルールなどを確認し、実践できるよう
にしてください。
高齢者の交通事故防止
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が
影響しています。自分の運転技術を過信せず、無理を
しない運転を心がけましょう。
自転車の安全利用の推進
自転車も車の仲間です。道路上では一時停止や信号
機に従うなど交通ルールを守り、安全確認を確実に行
いましょう。また、夕方から夜間の利用では、自動車
と同様に早めのライトオンと、自発光式反射材を身に
着けるなど、他の通行者へ自分の存在を示すようにし
ましょう。
毎月 10・20・30 日は「交通事故ゼロの日」
全ての通行者が「おもいやり	ありがとう」の精神で、
交通安全に深い関心を持ち、それぞれの立場で正しい
交通安全行動を身に付け、実践することが大切です。
「交通事故ゼロの日」は、一人一人が事故を起こさな
いことを誓い合う日です。日頃から家庭や地域、職場
でもお互いに声をかけあい、交通事故防止に努めま
しょう。

発生件数 死者数 負傷者数
404件（+62） 2人（－1） 544人（+94）
重傷事故は、夜間の交差点付近で発生していま
す。発生時間帯別では、16 時～ 18 時で全体の
17.1%を占めています。
～ピカッと作戦～　『明るく・目立て・光れ』
▶歩行者・自転車運転者は自発光式反射材の活用
▶自動車運転者は早めのライトオン

平成 29 年中の市内人身交通事故発生状況

特集３
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特集４

第５回深良用水まつり
4/22 ㈰先人の偉業を今に伝えます

1670 年の 4月 25日の通水を記念し、4月 22日㈰に深良
小学校グラウンドで第 5回深良用水まつりを開催します。「世
界かんがい施設遺産」に登録された深良用水を、仮装行列やお
田植え初め、ステージイベントなどで全国へ発信します。

深良支所　 992-0400

とき／ 4月 22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
と深良地区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 商工会前出発
  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
14:50　もちまき
15:00　イベント終了

【イベント】
●通水記念仮装行列（商工会前～深良小学校）
●早乙女によるお田植え初め（深良小西側水田）
●第 5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 4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】

～通水記念仮装行列参加者募集～
仮装行列の参加者を募集しています。参加を希
望する方は、4月 6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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【部長級】
健康福祉部長兼福祉事務所長▶小林浩文（企画部長）企
画部長▶西川篤実（企画部部参事兼市長戦略監）部長 
議会事務局長▶永田幸也（部参事	議会事務局長）総務
部長▶湯山博之（次長	監査委員事務局長）

【部参事級】
行政経営監▶芹澤嘉次（行政経営監）環境市民部部参事
兼水道事業管理監兼上下水道経営課長▶杉山和利（環
境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下水道課長）企
画部部参事兼市長戦略監兼秘書課長▶水口清治（企画
部次長兼秘書課長）健康福祉部部参事兼子育て支援監
▶石井敦（企画部参事兼企画政策課長、裾野市土地開
発公社事務局長）

【次長級】
産業部次長兼演習場対策専門官兼農林振興課演習場対
策室長▶横山王一（産業部次長兼渉外課長）次長 会計
管理者兼出納課長▶松本昭弘（総務部次長兼総務管財
課長）次長 総務部人事課付▶平野佳正（次長	出納課
長）次長 監査委員事務局長▶髙梨恭（企画部財政課長）

【参事級】
環境市民部参事兼危機管理課危機管理調整監▶古川渡
（環境市民部参事兼危機管理課危機管理調整監）健康福
祉部参事兼社会福祉課長▶土屋敏彦（環境市民部参事
兼市民課深良支所長）総務部参事兼人事課長▶杉山和
哉（総務部人事課長）総務部参事兼行政課長▶福士元紹
（総務部課税課長）総務部参事兼税務課長▶篠塚俊一
（健康福祉部子ども保育課長）環境市民部参事兼生活環
境課長兼美化センター所長▶鈴木敬盛（環境市民部生
活環境課長兼美化センター所長）環境市民部参事兼危
機管理課長▶秋山慶次（環境市民部危機管理課長）健康
福祉部参事兼子育て支援課長▶鈴木則和（教育部教育
総務課長兼学校給食センター所長）産業部参事兼農林
振興課長▶菊池守（産業部農林振興課長）建設部参事兼
区画整理課長▶丹野宏康（建設部区画整理課長）教育部
参事兼教育総務課長兼学校給食センター所長▶勝又明
彦（健康福祉部子育て支援課長）

【課長級】
環境市民部上下水道工務課長▶中野智文（建設部まち
づくり課長）健康福祉部国保年金課長▶渡邊圭一郎（総
務部管理納税課長）健康福祉部保育課長▶笠間健男（健
康福祉部国保年金課長）企画部企画政策課長（裾野市土
地開発公社事務局長）▶服部和彦（企画部企画政策課長
代理）総務部財政課長▶勝又博文（建設部建設管理課長
代理兼道路保全対策室長）環境市民部深良支所長▶大
庭秀夫（行政経営監付副参事）建設部まちづくり課長▶
鈴木努（建設部まちづくり課長代理）

【課長代理級】
企画部企画政策課長代理兼情報政策室長▶坂田幸洋
（企画部企画政策課情報政策室長）環境市民部上下水道
経営課長代理▶勝又淳（環境市民部上下水道課水道工
務室長）環境市民部上下水道工務課長代理▶日吉信好
（環境市民部上下水道課水道工務室副参事）健康福祉部
障がい福祉課長代理▶佐藤仁（総務部課税課長代理）産
業部産業振興課長代理▶山田克彦（環境市民部上下水
道課経営管理室長）産業部産業振興課長代理▶歌﨑克
文（健康福祉部子ども保育課長代理）総務部行政課長代
理▶髙田寿樹（健康福祉部障がい福祉課主幹兼係長）健
康福祉部国保年金課長代理▶勝亦哲也（健康福祉部国
保年金課主幹兼係長）建設部建設管理課長代理▶藤森
一仁（建設部建設管理課主幹兼係長）建設部建設管理課
長代理兼道路保全対策室長▶杉本雅弘（産業部農林振
興課主幹兼係長）建設部建設課長代理▶倉澤直希（建設
部建設課主幹兼係長）建設部まちづくり課長代理▶坪
井正人（企画部財政課主幹兼係長）教育部教育総務課長
代理▶二ノ宮貴之（教育部教育総務課主幹兼係長）

【園長級】
健康福祉部保育課西保育園長▶根上知子（健康福祉部
子ども保育課深良保育園長）健康福祉部保育課深良保
育園長▶小澤晃子（健康福祉部子ども保育課御宿台保
育園長代理）
（　）は、29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

特集５

市職員人事異動
4 月から新体制でスタート

8
2018.4.1



お知らせ

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 15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

富士山裾野パノラマロード
菜の花＆桜まつり中止

　４月 14 日㈯・15 日㈰に予定
していた菜の花＆桜まつりは、昨
年秋の長雨と今冬の寒波の影響で
菜の花の生育が見込まれないため、
中止となりました。一部の畑では、
パノラマロードを花でいっぱいに
する会と市で菜の花の移植を行っ
ていますが、皆様が十分楽しめる
状態にすることは不可能な状況で
す。
　富士山を背景にした菜の花畑を
楽しみにしていた皆様には、誠に
申し訳ありませんが、ご理解をお
願いします。

商工観光課　995-1825
　農林振興課　995-1823

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　 住所　 Mail　 Web　

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 19日㈭
　10時 20分～ 11時 30分
福祉保健会館３階研修室
昭和 23年４月２日～５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

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。
４月８日㈰　10時～ 15時
南部公園（伊豆島田）、桜堤北
公園（長泉町）など
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、
フラワーバルーンリリース、ス
タンプラリーなど
サクラサクマツリ実行委員会

　090-7182-5441（永田平）

市指定給水装置工事
事業者の追加

次の業者を追加しました。
●㈱トーブ
沼津市宮前町 10-4
TEL	921-5253
●伊東設備
富士市伝法 2667-5
TEL	0545-88-1875
上下水道課　995-1834

広報すその 3/ １号の
おわびと訂正

　広報すその３月１日号６ページ
「北・南児童館２・３歳児のため
の教室」の記載内容に誤りがあり
ました。おわびして訂正します。
正しくは、『２歳児「キッズ教室」』
と『２・３歳児教室』の同時入会
と、『２・３歳児「ステップ教室」』
と『リズム運動と楽しい音楽』の
同時入会はできません。

北児童館　997-8400
　南児童館　993-1881

産婦健康診査費用助成

　産婦健康診査費用の一部の助成
を開始します。
４月１日㈰～
平成 30年４月１日㈰以降に出
産する方
●対象者には、３月末までに産
婦健康診査受診票を送付しまし
た。届かない方はご連絡くださ
い。●里帰りなどで県外で出産
する方は、必ず事前にご連絡く
ださい。
健康推進課　992-5711
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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▶今年度から市民相
談で税務相談は実施しません。
今後は、次の相談をご利用くだ
さい。
【沼津税務署電話相談】
８時 30 分～ 17 時（土・日

曜日、祝日、年末年始を除く）
　 手 順／①沼津税務署（922-
1560）に電話をかける。②自
動音声の案内で「1」を押す。
③自動音声に従って、相談した
い内容の番号を選択する。　※
面接相談も受け付けています。
予約制です。　

　【タックスアンサー】

　手順／インターネットのブラウ
ザで検索するか、「https://
www.nta.go.jp/taxanswer」
にアクセスして利用してくださ
い。
【東海税理士会税務相談】
火曜日、木曜日　13時～ 16

時　※あらかじめ電話などで確
認してください。
沼津市商工会議所会館４階

（沼津市米山町）
TEL924-9900
戦略広報課　995-1802

　課税課　995-1810（税務相談
に関すること）

はり・灸・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 30 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
灸
きゅう
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

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 15日㈫
受付▶９時 30分～11時 30分
県東部総合庁舎別館４階第３会
議室（沼津市高島本町）

登録審査手数料／新規登録１件に
つき 6,300 円（県収入証紙）
※会場内の売店で当日購入でき
ます。
登録希望の銃砲刀剣類、警察署
が交付した刀剣類発見届出済証、
身分証明書（運転免許証など）、
登録審査手数料
県文化財保護課
054-221-3158

春の農作業安全運動

５月 31日㈭までの２カ月間
スローガン／一人一人の安全意識
の向上で事故防止
春は、茶では摘採から工場での
荒茶製造が、水稲では田植えなど
があり、農業機械の利用が多い時
期です。県内全域で、春の農作業
安全運動が行われています。平成
28 年の全国の農作業中の死亡事
故は、前年より 26 件減少し、
312 件でした。その内、県内では、
４件の死亡事故が発生しています。
農業事故の多くが、単純ミスに
よるものです。十分注意すること
で防ぐことができます。基本的な
注意事項を確認し、事故の原因を
一つ一つ取り除き、農作業事故ゼ
ロを目指しましょう。

農林振興課　995-1823
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お知らせ

児童扶養手当の支給

４月 11 日㈬は、児童扶養手当
の支給日です。児童扶養手当は、
18 歳になる日以後の最初の３月
31 日までの児童がいる母子・父
子家庭などで、認定請求書を提出
し、認定された方に支給します。
支給日／４月・８月・12月の 11
日　※土・日曜日、祝日の場合
はその直前の平日

支給方法／支給日の前月までの４
カ月分を指定口座に振り込み
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

幼児をもつ母親学級受講生

５月 10 日～７月 21 日の毎週
木曜日　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２日㈪～ 30日㈪

生涯学習課　994-0145

子育てセミナー受講生

６月 12日～平成 31年２月 19
日の毎月第２または第３火曜日
　９時 30 分～ 12 時　※８月を
除く
生涯学習センター１階団体活動
室
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。
４月２日㈪～５月 31日㈭

生涯学習課　994-0145

良い子の楽しいスポーツ教室

体を動かす楽しさを体験します。
各 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。
４月６日㈮～

【幼保年長小学１年クラス】
４月６日～　毎週金曜日
16時～ 17時　
市民体育館アリーナ

【小学２・3 年クラス】
４月 11日～　毎週水曜日
　17時～ 18時　
東小学校体育館

【小学４・５年クラス】
４月 17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

第17回「裾野の農業」フォトコンテスト作品募集
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 29年 10月 1日～平成 30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　※１人３点
まで

提出方法／農林振興課にある応募票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。●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 16回　１等作品
　　　　　　「薫風の中で」原	久子さん
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Q 	「あなたが以前に購入した原野を欲しい人が
いる」と電話があったので来訪してもらった。

「現地調査が必要」と言われ、調査費などを払った。
その後、連絡が取れない。返金してほしい。

Ａ ほとんど価値のない山林や原野を将来値上が
りするかのように偽って販売する手口を原野

商法といいます。最近は過去に被害にあった人に売
却話をもちかけ、調査費や名義変更料などの名目で
費用をだましとる二次被害が増えています。また、
土地の買いかえを勧められる場合もあります。セー
ルストークをうのみにせずに、話の根拠や契約内容
について、書面で確認しましょう。契約する前に、
土地の状況を所在地の自治体などに確認してくださ
い。困ったときは消費生活センターへご相談くださ
い。

仮想通貨ってなあに？
　仮想通貨とは、コンピューターやスマートフォン
を介して使うインターネット上の通貨の一種です。
電子マネーに似ていますが、仮想通貨は決済に加え、
日本円との交換や送金にも利用できます。スマート
フォンなどから簡単に利用できるので、新しい決済
手段として今後はさらに利用場面が広がると考えら
れます。
仮想通貨は、商品の購入や送金に利用できますが、
銀行より手数料が格安で海外送金できるという点が
注目されています。価格が大きく変動することもあ
るため、投資目的で売買する人も少なくありません。
国や金融機関が保証している通貨ではないので、価
格が下がるリスクもあります。仮想通貨は便利なも
のですが、リスクを伴うことを理解しておきましょ
う。

消費生活センター
995-1854

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

障がい者スポーツ教室

４月 28日～平成 31年３月 23
日の毎月第４土曜日　全 12回
　10時～ 11時 30分
市民体育館
市内に住んでいるか市内の障が
い福祉サービスを利用している
各障がい者手帳を所持している
方で、通年参加でき、会場への
アクセスを各自で確保できる方
※保護者や付き添い者の参加可
30人（先着順）
フライングディスク、ボッチャ、

ストラックアウト、アキュラ
シーゴールなど
４月 20日㈮ 17時

すその障がい者支援プラザ
　992-7564　 995-2333

社会福祉協議会
　992-5750　 993-5909

駿東地域職業訓練センター
５月講座

●特別教育▶伐木作業の安全衛
生講習（中小径木対応）、アー
ク溶接特別教育、刈払機取扱作
業者安全衛生教育●自主訓練▶

造園管理講座●技能講習▶玉掛
け技能講習、フォークリフト運
転技能講習●パソコン▶パソコ
ン入門、ワード基礎・活用、エ
クセル基礎・活用、パワーポイ
ント基礎、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、夜間イラス
トレータ基礎●カルチャー▶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、書道教室

駿東地域職業訓練センター　
0550-87-3322
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４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

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

裾野赤十字病院
992-0008

●	来院する前にお問い合わせください。
●	疾病・疾患によっては、他の医療機関への転送もあ
りますのでご了承ください。

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29年10月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

17日㈫
13:00〜13:30

平成28年９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成27年10月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成27年３月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ３日㈫※ 17:00 〜 19:45
10日㈫※  9:00 〜 11:30
17日㈫　 13:00 〜 15:30
25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※
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

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

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

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

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

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

内科 整形 内科 内科 内科 整形 整形・内科
29 30

整形 内科
※28日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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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 ㈪ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

17 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈬ 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

19 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

20 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

21 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 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

22 ㈰

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

杉山病院 963-4114 錦町 田中医院 921-2053 高島町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 白石医院 951-4593 市道町

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

24 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 守重医院 931-2511 我入道
　江川 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

25 ㈬ 清水館医院 993-2323 茶畑 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

26 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈮ 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 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

14
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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 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈰

ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 東医院 921-5520 高沢町

旭医院 966-0031 原 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 遠藤クリニック 975-8801 久米田

30 ㈪

あめみや内科 935-1159 吉田町

森医院 966-2017 石川 静岡医療センター 975-2000 長沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

おぐち医院 992-6611 深良

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 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

栗田歯科医院
986-1667 下土狩　

29 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

田中産婦人科医院
971-3541 中央町　

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉　　

30 ㈪ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

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
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４月の休館日

10 月から交付される図柄入り富士山ナンバーの
デザインは公募で募集し、日本全国から集まった
101 点の中から人気投票で選ばれました。選ばれ
た図柄案をデザインしたのが大庭さんです。
地元小中学校を卒業後、沼津東高へ進学。高校時
代に美術部へ在籍したことが、アートに携わるきっ

かけでした。父親が教師だったことに影響され筑波
大学（東京教育大学）の教育学部へ入学。在学中は
彫刻などに携わっていましたが、独りよがりの芸術
に疑問を抱いていました。そんな折、視察先のアメ
リカから帰った松下幸之助さんが「これからはデザ
インだ」と言ったことに感銘を受け、同大学の工芸
科を再受験。デザインでみんなを幸せにしたいと工
業デザインを学びました。
卒業後はトヨタ自動車㈱のデザイン部に入社しま
した。同社東京デザインで室長を歴任し、アドバン
スデザインを担当。その後、アメリカに渡りトヨタ
の米国デザイン拠点キャルティで車のトータルデザ
インに従事しました。アメリカや日本国内のメディ
アで取り上げられるほどの世界的な活躍をしました。
現在は会社役員として経営やデザインの仕事をす
る傍ら、趣味としてアートに取り組み、最近は油絵
やダンボールを使ったアートを楽しんでいます。
「過去は限りなく新しく、未来は限りなく懐かし
い。かがり火の向こうに見える未来に向かって、過
去に今を積み重ねていってほしいです」と次代を担
う若者にメッセージを送ってくれた大庭さんでした。

富士山ナンバーの図柄案に採用
大庭 寛明さん（和市・79 歳〕

２日㈪・16日㈪

江戸時代の農業

江戸時代の産業の基本は農業で、支配階級の武士
は農民からの年貢を主な収入としていました。この
ため武士や農民にとっても生産量を増やすことはと
ても重要なことでした。
幕府や藩は土地の開墾に力を注ぎ、長い用水路を
作ったり、海や広い沼地を干拓したりして、新田を
開発しました。この努力によって、豊臣秀吉の頃
150 万ヘクタールであった耕地面積は、18 世紀の
初め頃には 300 万ヘクタールになりました。
耕地の拡大とともに農業技術の面でも進歩が見ら
れました。農具の改良が進み、その代表例として、
水田に水を入れるための踏

ふみ
車
くるま
、竜

りゅう
骨
こっ
車
しゃ
、脱穀と実

の選別を行うための千歯こき、千石とおし、唐
とう
箕
み
が

上げられます。これらの農具や民具は、富士山資料
館で展示しています。

農具の展示風景

０才からのジャズコンサート

New York で活躍するピアニストによる赤ちゃ
んから大人まで楽しめる本格ジャズ！
と　き／６月５日㈫　
午前の部▶ 11時　※開場▶ 10時 40分～
午後の部▶ 15時　※開場▶ 14時 40分～

曲　目／シングシングシング、美女と野獣、エリー
ゼのために他

料　金／全席自由（税込）
大　人▶ 1,200 円（中学生以上）
子ども▶ 300 円（0才～小学生）
※当日は各 200 円増しになります。

出　演／クニ三上・トリオ

https://www.susono-bunka.jp
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