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市議会 3 月定例会
条例改正や補正予算など 45 議案を審議

特集１

　市議会3月定例会が2月20日㈫から3月26日㈪まで
の35日間の日程で行われました。条例改正や補正予
算、平成30年度の当初予算など45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30年度予算の概要は、4〜5ページに掲載します。

市国民健康保険財政調整基金条例を制定
　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康
保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、市国保
診療報酬支払基金の設置、管理及び処分に関する条例
を廃止し、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、
条例を制定しました。

市国民健康保険条例、市後期高齢者医療に関する条例
の一部改正
　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康
保険法等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。

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、
特別職の職員の給与に関する条例の一部改正
　人事院勧告を勘案し、市議会議員、特別職の職員に
支給する期末手当の額を改めるため、条例を改正しま
した。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部改正
　監査委員の報酬額を改めるため、条例を改正しまし
た。

市職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部改正
　人事院勧告に基づき、職員、一般職の任期付職員に
支給する給料などの額を改めるため、条例を改正しま
した。

市税条例の一部改正
　地方税法の一部改正に伴い、条例を改正しました。

市営住宅条例の一部改正
　市営柳端団地の廃止と、公営住宅法施行令及び公営
住宅法施行規則の一部改正に伴い、条例を改正しまし
た。
 

市営柳端団地跡地▶

市道路占用料等徴収条例の一部改正
　電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行など
に伴い関連条文を整理するため、条例を改正しました。

市準用河川条例、普通河川条例の一部改正
　河川占用等に係る徴収金の規定を整理するため、条
例を改正しました。

市下水道条例等の一部改正
　下水道事業に関し、地方公営企業法を適用するため、
条例を改正しました。

議　案
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特集１

市ホームヘルプサービス事業手数料条例の廃止
　精神障がい者、難病患者などのホームヘルプサービ
ス事業は、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の対象事業のため、条例を廃止し
ました。

市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例を制定
　指定居宅介護支援事業者の指定権限が市に移譲され
ることに伴い、条例を制定しました。

市介護保険条例の一部改正
　平成32年度までのサービス確保に伴う保険料の改
定などを行うため、条例を改正しました。

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支
援の方法に関する基準を定める条例の一部改正
　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準等の一部を改正する省令が公布されたこと
に伴い、条例を改正しました。

副市長の選任
　３月31日をもって退任した鈴木学氏の後任として
佐久間利幸氏を選任することが同意されました。

教育長の任命
　３月31日の任期満了に伴い、風間忠純氏に引き続
き任命することが同意されました。

固定資産評価員の選任
　鈴木学氏が固定資産評価員を退任したことに伴い、
佐久間利幸氏を新たに選任することが同意されました。

一般会計補正予算（第7回）
　既定の予算総額から１億4,000万円を減額し、歳入
歳出予算総額をそれぞれ202億1,500万円としました。
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”

●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】
　▶中央公園駐車場改修事業
　　　公園施設の利便性向上と利活用の推進を図るた

め、ふるさと納税による寄付金を活用し、駐車場
の充実を図ります。

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】
　▶南児童館空調設備改修事業
　　　児童が安心して快適に活動できる環境整備を図

るため、ふるさと納税による寄付金を活用し、遊
戯場の空調設備の整備をします。

●子ども達の生きる力を育むまち すその
　【学校の教育力の向上】
　▶深良中学校校舎耐震・防水改修事業
　　　生徒が安心して快適に学校生活を送れるよう、

耐震補強改修と防水工事を実施します。

３  まちやひとを豊かにする産業づくり“共栄”

●地域資源を活用した豊かな産業のまち すその
　【地域資源を活かした稼ぐ力の創出】
　▶深良柏木田・西原耕地ほ場整備事業
　　　県営中山間地域総合整備事業による深良柏木

田・西原地区のほ場整備を推進します。

副市長に佐久間利幸氏

　４月１日付けで、佐久間
利幸氏が副市長に新たに就
任しました。任期は、平成
34年３月31日までの４年
間です。

教育長に風間忠純氏

　４月１日付けで、風間忠
純氏が教育長に引き続き就
任しました。任期は、平成
33年３月31日までの３年
間です。

補正予算
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特集 2

平成30年度 当初予算概要　一般会計208億円
みんなが誇る“豊かな裾野”をつくる

定住人口の増加や地域経済活性化に向け、「裾
野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げ
る将来を見据えた事業に重点を置き、「富士山の
裾野 田園未来都市 すその」の実現に向け予算編
成しました。

予 算 総 額 322 億 1,923 万円
（平成 29 年度　321 億 5,995 万円）

一 般 会 計 208 億円
（平成 29 年度　202 億 8,000 万円）

特別会計予算
86億1,310万円

一般会計予算
208億円

下水道事業会計予算
15億1,313万円

水道事業会計予算
12億9,300万円

当初予算前年度比対比
平成30年度予算 平成29年度予算

一 般 会 計 208億円 202億8,000万円
水道事業会計 12億9,300万円 11億8,200万円
下水道事業会計 15億1,313万円 −
特 別 会 計 86億1,310万円 106億9,795万円
合 計 322億1,923万円 321億5,995万円

水道事業会計
収　　入 支　　出

収 益 的 9億9,400万円 7億4,300万円
資 本 的 4,800万円 5億5,000万円

下水道事業会計
収　　入 支　　出

収 益 的 7億6,698万円 7億4,985万円
資 本 的 5億9,018万円 7億6,328万円

土地開発公社会計
収　　入 支　　出

収 益 的 4,165万円 4,200万円
資 本 的 2万円 4,146万円

一般会計予算

歳入
市 税 103億3,860万円 49.7%
地方消費税交付金 11億6,500万円 5.6%
国 庫 支 出 金 25億9,861万円 12.5%
繰 入 金 14億　342万円 6.7%
諸 収 入 9億3,759万円 4.5%
市 債 14億6,960万円 7.1%
そ の 他 28億8,718万円 13.9%

歳出
総 務 費 22億7,810万円 11.0%
民 生 費 61億9,478万円 29.8%
衛 生 費 23億4,939万円 11.3%
土 木 費 31億4,194万円 15.1%
教 育 費 26億6,080万円 12.8%
公 債 費 19億8,721万円 9.6%
そ の 他 21億8,778万円 10.4%

歳入総額　208億円 歳出総額　208億円

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

総務費

民生費

衛生費
土木費

教育費

平成30年度　会計別予算
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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、
下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６つの特別会計があります。
水道事業会計・下水道事業会計は、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。下水道事業会計は今年度から地方
公営企業法適用で、特別会計から公営企業会計に変更
しました。

　総予算額は前年度比0.2％の増

　一般会計予算総額は、前年度比2.6％増の208億円
となりました。これに特別会計86億1,310万円と、水
道事業会計12億9,300万円、下水道事業会計15億
1,313万円を合わせた総予算額は、322億1,923万円
となり、前年度当初予算に比べ、5,928万円、0.2％
の増となりました。

　「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の
　実現に向けて

　「裾野市で結婚・出産し、子育てを楽しみたい」
「裾野市に住みたい・住み続けたい」に応えるため、
市では「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の飛躍の
年と位置づけ、企業を含めた市民の皆さんと行政が
「オ－ルすその」で一丸となる取り組みを推進します。
　地方創生関連事業をはじめとする、「住みたいまち
裾野」のまちづくり“共生”、すべての起点となるひ
とづくり“共育”、まちやひとを豊かにする産業づく
り“共栄”の柱を実現するための将来投資事業・主要
事業は別枠予算を確保し、既存事業に対しては徹底し
た歳出構造改革を求め、事業の経費見直しや統合を実
施しました。
　税収が減収傾向で推移することが予測されるため、
国・県補助金や市債など特定財源を積極的に活用し、
財政調整基金の取り崩し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。

　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。

裾野駅西土地

区画整理事業▶

　平成30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4,300分の１）に置き換えて
みると、次のようになります。

●平成30年３月末預金残高　1,890,000円

都市計画税（4億400万円）の使途状況

 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 61,231 38.0% 1,891 59,340

平 松 深 良
線 街 路 費 18,665 11.6% 268 18,397

下水道事業
特 別 会 計 59,861 37.2% 28,205 31,656

都市計画事業
公 債 費 21,301 13.2% 10,036 11,265

合 計 161,058 100.0% 40,400 120,658

＊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） 200,000 食　　　　費

（人件費） 59,000
雑　 収　 入 

（使用料など） 42,000 医　 療　 費 
（扶助費） 75,000

預金の取り崩し 
（繰入金） 27,000 光熱水費・通信費 

（物件費） 129,000
親からの仕送り 

（国・県支出金など） 103,000 家の増改築など 
（投資的経費） 59,000

ローン借入れ 
（市債） 28,000 子どもへの仕送り 

（特別会計への繰出金） 25,000
貯　　　　蓄

（積立金など） 15,000
ローン返済  
（公債費） 38,000

合　　計 400,000 合　　計 400,000

財政課
995-1801

平成30年度の一般会計予算を
1カ月の家計簿に例えてみると
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特集 2

総合計画の６本の柱に沿った実施計画を策定

主 事要 業
　実施計画は、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。今年度当初予算に計上した138億4,230
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30年度 重点施策
シビックプライド関連事業（33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　１億7,108万円

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　58億8,999万円
　（内シビックプライド事業費　447万円）

事務事業名 事業費
　産婦検診・産後ケア事業 465万円
　高校生等医療費助成事業 2,946万円
　放課後児童室民間委託事業 5,667万円
　保育環境拡充事業 2,309万円
　多子世帯子育て支援事業 8,304万円
◎幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 298万円
◎高齢者生きがい支援事業（地域ふれあい塾） 93万円
　高齢者医療費助成事業 2,918万円

２．成長するよろこびと地域のつながりでこころの
　　豊かさを育む「すその」
●事業費総額　８億4,450万円
　（内シビックプライド事業費　1,971万円）

事務事業名 事業費
　「学びの森」運営事業 1,041万円
◎ほんものとふれあう学習事業 180万円
　深良中学校舎耐震・防水改修工事 10,200万円
◎家庭教育事業 117万円
　子育てライブラリー（セカンドブックなど） 69万円
　図書館駐車場整備事業 5,503万円
　市民文化センター大規模改修事業 3,608万円

▲放課後児童室民間委託事業（保護者の負担軽減と運
営サービスの向上を図るため、民間事業者による運
営手法を導入します）

▲ほんものとふれあう学習事業（児童・生徒がトップ
アスリートなどの指導を学ぶ機会を設定します）
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特集 2

企画政策課
995-1804

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　17億3,641万円
　（内シビックプライド事業費　8,143万円）

事務事業名 事業費
　富岡地区コミュニティセンター
　リニューアル事業（設計） 862万円

◎市民活動センター運営事業 622万円
◎みんなで子育てするまち推進事業 150万円
　新火葬施設整備事業 4,482万円
◎女性目線等による避難所運営支援事業 50万円
◎消防団等活動・防災団体支援事業 6,600万円

５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる
　　「すその」
●事業費総額　１億8,537万円
　（内シビックプライド事業費　4,864万円）

事務事業名 事業費
　住宅建設等促進事業 1,500万円
◎産業連携地域プラットフォーム運営事業
　（産業基本計画に基づく産業の活性化） 2,500万円

◎女性の就業・起業支援実施事業 253万円
　裾野市発 屋上緑化推進事業 1,027万円
　ふじのくに静岡ディスティネーションキャンペーン事業 196万円
◎定住・移住促進事業 153万円
◎シティプロモーション推進事業 330万円

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　25億5,376万円
　（内シビックプライド事業費　1,324万円）

事務事業名 事業費
◎立地適正化計画策定事業 672万円
　岩波駅バリアフリー化整備事業 1,311万円
　市内公園等の維持管理事業 1,632万円
　（仮称）神山深良線整備事業 4,625万円
　平松踏切道外1改良事業 300万円
　特定防衛施設整備事業 33,109万円
　都市計画街路平松深良線整備事業 19,091万円

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　26億3,225万円
　（内シビックプライド事業費　358万円）

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 6,971万円
　セキュリティ対策事業 771万円
　住民票等コンビニ交付事業 708万円
◎総合計画・総合戦略管理事業（みらい会議） 278万円
　海外友好協会補助事業 310万円

◀みんなで子育てす
るまち推進事業
（子育てにやさし
いまちの実現に向
けて、子育てを応
援する事業を実施
します）

▲市内公園等の維持管理事業（小柄沢公園などの都市
公園施設を計画的に維持管理します）

▲総合計画・総合戦略管理事業（共創のまちづくりを
実現するためシビックプライドを高め、裾野のみら
いを議論します）

◀シティプロモー
ション推進事業

（市の魅力を創出
し、ブランド力や
認知度アップを図
り、戦略的な情報
発信を行います）
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特集３

富士山資料館開館40周年・富士山世界遺産登録５周年
記念イベントを開催

企画展「ふるさと富士山芸術展」

　一般募集した富士山を題材にした作品（絵画・写
真・つるし飾りなど）を展示します。

４月21日㈯～６月24日㈰
同期間中、記念展示コーナー「富士山資料館40年
のあゆみ」を設置します。写真やポスターなどを展
示し、今まで実施してきた事業などを紹介します。

富士山資料館開館40周年記念日　入館無料

　入館料を無料にし、先着300人の来
館者に記念品をプレゼントします。七
宝焼き体験コーナーでは、先着50人
の方が富士山型の七宝焼きストラップ
を制作できます（参加費200円）。

５月13日㈰　※七宝焼き体験は10時～16時
入館無料、記念品（オリジナル缶バッジ、富士山型
ようかん、裾野市の水など）プレゼント、七宝焼き
体験コーナー

富士山世界遺産登録５周年記念日　入館無料

　６月26日は、富士山が世界遺産に登録された日で
す。入館料を無料にします。

６月26日㈫

特別展「江戸時代の南口登山道と御師」

　市内の御師「渡邊家」などの資料を展示します。初
日は、展示にについて解説を行います。

７月14日㈯～10月８日㈪
　初日解説▶10時30分～、14時～（各30分程度）

企画展「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、優
秀作品約170点を展示します。市内中学校美術部の記
念作品も展示します。

10月27日㈯～12月28日㈮

講座・イベント

　富士山資料館では、毎年各種講座や富士山に関する
イベントを開催しています。募集については、開催前
に広報すそのでお知らせします。
●アシタカツツジ講座

５月19日㈯　13時～　※詳細は17ページ
●夏の野鳥観察会

６月10日㈰　９時30分～
●小・中学生対象館内クイズラリー

７月20日㈮～８月31日㈮
●星空観察会

８月11日㈯　19時～21時
●もみじ観察会

10月28日㈰　９時30分～
●冬の野鳥観察会

12月（日付未定）　９時30分～

富士山資料館　　 998-1325
　開館時間▶９時～16時30分
　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）

　富士山資料館は昭和53年５月８日に開館しました。今年で開館
40周年を迎えます。また、富士山は世界遺産登録から５周年の節目
の年でもあります。
　富士山資料館では、これらを記念し、イベントなどを開催します。
身近な富士山の魅力を再発見しましょう。
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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。食料自給率・自給力の向上を図るため、水
田などを活用し、対象となる作物を作付け、販売している農家には交付金が交
付されます。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

約書などの写しが必要です。
●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

※登記地目が田の農地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。

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、農林振興課へお問い合わせください。
申請期限／5月11日㈮　必着
申請先／農林振興課

特産物奨励交付金・地域特産作物活性化
支援事業交付金（市単独事業）

　経営所得安定対策の申請者の中から、市の特産
物奨励交付金などの対象となる方には、平成31
年２月ごろに別途ご案内します。
●特産物奨励交付金
ヤマトイモ・イチゴ・
モロヘイヤ １万２千円/10アール

酒米 １万８千円/10アール

●地域特産作物活性化支援事業交付金
そば（作付農地の地目
が田のもの） １万２千円/10アール

そば（作付農地の地目
が畑のもの） ６千円/45キログラム

交付要件
▶国の経営所得安定対策に基づき、営農計画書を

提出していること。
▶市水田フル活用ビジョンに基づき、農地に特産

物を作付しているか、出荷していること。
▶市税の滞納がないこと。
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経営所得安定対策の主なポイント
交付金の申請は 5/11 ㈮まで

特集４



フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot

Photograph ３月

　西地区青少年育成連絡会が、地域の魅力を子どもたちに伝え、再
発見してもらうために西地区の歴史・自然などを詠んだ「すその西地
区ふるさとかるた」を作成しました。学校などで活用してもらい、郷
土愛や地域への関心を高めてもらうため、一部を市へ寄贈しました。

撮影／生涯学習センター

　市児童生徒賞揚規定に基づいて、今年度文化・科学・学習・ス
ポーツなどで優秀な成績を収めた13人の児童生徒と1チームが表彰
されました。受賞者一人一人が「現在の取り組みを継続したい」
「一段上を目指したい」など力強い抱負を述べました。

今年度活躍した児童生徒等を賞揚 ３月６日 かるたでふるさと再発見 ３月13日

生涯学習フェスティバル「ゆうあいプラザ祭」が３月４日㈰に生
涯学習センターで行われました。センターで開かれている講座の受
講生や利用団体が日頃の活動を披露しました。学習ホールでは、フ
ラダンスやヒップホップダンスなどが次々と登場し、来場者を楽し
ませました。

ヒップホップのリズムに合わせ
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Photograph 2018.3

みんなが誇る豊かな裾野に ３月17日

　みらい会議シンポジウムが、生涯学習センターで開催されました。
市長による市政報告や樋渡前武雄市長の基調講演が行われました。
コンパクト・インパクトの重要性などに触れ、笑いをとりながらも
来場者を終始引き付ける内容となりました。

黄色い帽子を新１年生に 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、新入学児童の
ための黄色い帽子550個が贈呈されました。会長の林さんは「新１
年生のシンボルになるとよいです」と述べました。黄色い帽子の児
童を見かけたら、安全に登下校できるよう見守りをお願いします。

深良地区の拠点をリニューアル　 ３月24日

　深良地区コミュニティセンターのリニューアルオープン式典が、春の
日差しの中行われました。「リニューアルに当たり地域の方々から意見
を聞きながら市民協働でつくりました」と市長。深良地区の地域や防
災拠点として地域の方々に親しまれるセンターを目指します。

20歳になったらまた会いましょう ３月16日

　裾野高校美術部の皆さんがデザインしたラベルが貼られている地
酒すそのを熟成させるため、取材を受けた記事の載る新聞紙で瓶を
巻く作業を行いました。20歳になるまで冷暗所で保管されるお酒
は、彼らの成人式で披露されます。

災害に備えバス輸送の協定締結 ３月15日

　市と㈱恋路企画は、「災害時等におけるバスによる人員等の輸送
に関する協定」を締結しました。同社は12台のバスを所有してい
ます。災害発生時には、避難が必要な方やボランティア、資機材な
どの輸送の支援が得られます。

「食」を伝える幸せマルシェ ３月17日

　裾野市からおいしいもの「食」を伝えるイベント「おいしいのん
マルシェ」が市民文化センターで行われました。新商品のヒントが
生まれればという目的で、今回登場の出展者同士によるコラボ商品
や定番商品などを多くの来場者が楽しく味わいました。

11
2018.4.15



　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。

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
　●国民健康保険証の資格取得年月日が平成29年４

月１日以前の方
　●脳ドック▶昭和19年４月１日から平成元年３月

31日までに生まれた方
　　人間ドック▶昭和54年４月１日から平成元年３

月31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30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31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！

検査内容 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
て病気を早期に発見します。

11,340円

※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。

※脳ドックは、特定健診の検査項目を満たすため、特
定健診と重複して受診することはできません。40
歳以上の方は、脳ドックか６月11日㈪から開始す
る国保特定健診のどちらかを受診してください。

５/12㈯市役所地下会議室で受け付け

　５月12日㈯８時30分から12時まで市役所地下会議
室で申し込みを受け付けます。５月14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
13日㈰は受け付けを行いません。
※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。
国民健康保険証　※１世帯２人以上申し込む場合は、
申し込む方全員分

その他

●助成額の上限は３万円です。
●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、あらかじめ医師と相談の上お申し込

みください。
●受診結果によって、保健指導の対象となる場合があ

ります。
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国保の脳ドック・人間ドック５/12㈯申込開始
先着順で合計220人の方を助成



　保険適用の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。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などが変更になります。

国保年金課国保係
995-1814

後期高齢者医療係
995-1813

　４月からの食事代の負担額

 　健康保険に加入している市民税課税世帯の方の入院時の食事代一食あたりの負担額が、４月から460円に変
更になりました。市民税非課税世帯の方の負担額は変更ありません。

　８月からの医療費の自己負担限度額

　区分が現役並みの方と一般の方の自己負担限度額が８月から変更になります。区分
が低Ⅰ、低Ⅱ（市民税非課税）の方は変更ありません。

●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
平成30年７月まで 平成30年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

Ⅲ(課税所得
690万円以上)

57,600円
80,100円※２
(44,400円

※１)

252,600円※２
(140,100円※１)

Ⅱ(課税所得
380万円以上)

167,400円※２
(93,000円※１）

Ⅰ(課税所得
145万円以上)

80,100円※２
(44,400円※１)

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 14,000円
※３

57,600円
(44,400円

※１)
18,000円

※３
57,600円
(44,400円

※１)

※１　過去 12 カ月以内に上記の限度額を超える支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額
※２　医療費がⅠは 267,000 円、Ⅱは 558,000 円、Ⅲは 842,000 円を超えた場合は超えた分の１％を加算
※３　年間限度額は 144,000 円

　 医療費が高額になった場合

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
２～３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。　※国保加入者
は、今年度から制度改正のため申請書の送付にこれま
でより時間を要しています。

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。

保険税を滞納していない、次の要件に該当する方
　●70歳未満の方
　●70歳以上で低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方　※８月

からは現役並みⅠ・Ⅱに該当する方も対象
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。
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入院時の食事代や医療費の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

特集６



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。

５月４日㈮
　13時30分～15時

市民文化センター31会議室
認知症の方を介護している家族
の方
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977

交通事故などで保険証
を使ったときは届出を

　交通事故や犬にかまれるなど、
第三者の加害行為によるけがで国
民健康保険被保険者証を使って治
療を受けるときは、国保年金課へ

届け出が必要です。
　第三者の加害行為が疑われる場
合は、県国民健康保険団体連合会
から「負傷原因調査表」が届くこ
とがあります。

国保年金課　995-1814

占用料の納期限は
７月２日㈪

　市道路占用料等徴収条例、市普
通河川条例、市準用河川条例の一
部改正で、占用料の納期限が４月
30日から６月30日になりました。
納期限が㈯・㈰、祝日の場合は、
その直後の平日になります。
　道路、河川に個人の管理物（給
水引込管や生活用雑排水放流管、
通行路など）を設置している方に
は、５月下旬に納入通知書を発送
します。

建設管理課　995-1855

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

●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）

●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。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）

人権相談・行政相談 戦略広報課　995-1802

渡邊 早苗 池田 宗久 川口 美津子

湯山 貴志子 芹澤 隆伸大森 紀行 渡邉 秀行 勝又 敦子
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お知らせ

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31年１月の申
請時に、平成30年１月１日から
平成30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の全てに当てはまる方
　①平成31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31年１月８日㈫
～31日㈭
社会福祉課　995-1819

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。

５月２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

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。秘密は厳守します。

４月21日㈯
　13時30分～15時30分

ぬまづ健康福祉プラザ〔サンウェ
ルぬまづ〕（沼津市日の出町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

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。
●セイショウ設備
　 伊豆の国市原木700-1
　TEL 949-6060
●落合設備
　 伊豆の国市四日町664-12
　TEL 949-8343

上下水道工務課　995-1834

市道の幅員を市公式ウェ
ブサイトで確認できます

　道路台帳附図（市道の幅員が確
認できる地図）を、市公式ウェブ
サイトで公開しました。市地図情
報総合サービスの認定道路情報で
表示される地図の縮尺を500分の
１または1000分の1にすること
で、道路台帳附図（市道の幅員が
確認できる地図）が表示されます。

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。

５月21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

　後期高齢者医療制度の保険料
は、被保険者全員が負担する均
等割額と被保険者の前年の所得
に応じて負担する所得割額を合
計し、個人単位で計算します。
この保険料率は、都道府県ごと
に決定し、２年ごとに見直され
ます。平成30・31年度の新保
険料率は、医療費の増加などを
考慮し、次のとおり改定されま
した。
保険料率（年額）

区分 平成
28･29年度

平成
30･31年度

均等割額 39,500円 40,400円

保 険 料（ 年 額 ）＝ 均 等 割 額
（40,400円）＋所得割額（基礎控
除後の総所得金額など）×7.85％
※所得割率の変更はありません。
賦課限度額／中間所得者層の負

担軽減を図るため、賦課限度
額が57万円から62万円に引
き上げられました。

均等割保険料の軽減／低所得者
層の負担軽減を図るため、２
割軽減と５割軽減の対象が拡
大されました。
県後期高齢者医療広域連合

　054-270-5528
　国保年金課　995-1813

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　

後期高齢者医療制度の保険料率改定
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Information
インフォメーション

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

夏休み海外研修交流事業

　英語研修や生活体験・ボラン
ティア体験・野外活動などを行い
ます。

７月26日㈭～８月16日㈭の８

日間～18日間程度
小学３年生～高校３年生　
10人～25人

派遣先／イギリス、オーストラリ
ア、カナダ、サイパン、シンガ
ポール、フィジー、フィリピン
24万千円～59万円

　※５月21日㈪までの申し込み
で１万円引き

(公財)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。
５月22日㈫または６月８日㈮
日程や対象、定員、費用、申込
期限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

きれいなまちづくり推進事業
生涯学習課
992-6900

　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団体に補助金を交付しています。

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、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
活動維持のための補助金の交付、活動に必要
な物品の貸与や支給、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

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

活動までの流れ／①生涯学習課へ活動場所・内
容の相談。計画書や名簿などの提出。②内容
合意後、ボランティア活動保険の加入手続き。
補助金の関係書類の提出。補助金交付。③補
助金を活用し、必要な物品などを購入し環境
美化活動開始。活動内容などを年度末に報告。

活動団体名 実施場所

(特非)きゃべつくらぶ 深良中学校校門前他

なでしこ11友 南小学校付近道路

裾野ウォーキング健康会 大畑橋左岸遊歩道付近他

麦寿会 マックスバリュ裾野茶畑店南側

㈱エイコス エイコス前（新東名今里トンネル付近）他

チャレンジ 伊豆島田線（中川公園南北）他

千福が丘さくらを考える会 千福が丘線他

裾野原緑の会 呼子区内河川敷・道路

若狭会 裾野赤十字病院付近

リバーフレンド富岡 景が島交差点隣接地

ふじいばらガーデニングクラブ 西中学校内花壇

すそのひがしクラブ 佐野茶畑線隣接ポケットパーク

伊豆島田区 伊豆島田公園、中川公園

千福が丘地域同好会 千福が丘中央公園他

アサギマダラを呼ぶ会 千福が丘中央公園隣接河川敷

嶽南ふるさと 千福町田線隣接ポケットパーク他
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お知らせ

アシタカツツジ講座

　アシタカツツジの種の起源につ
いて学習します。

５月19日㈯　13時～15時 
富士山資料館学習室
小学４年生以上の方
30人（先着順）

講師／半田高さん
（明治大学農学
部教授）
300円
４月25日㈬～５月17日㈭
第２駐車場をご利用ください。

富士山資料館　998-1325

十里木キャンプ場
予約受付開始

　４月28日㈯から十里木キャン
プ場が開場します。富士山の麓で
自然に囲まれてキャンプを楽しむ
ことができます。
予約受付開始／４月16日㈪
開場期間／４月28日㈯～10月31

日㈬
35サイト
１泊▶１サイト510円（市外の
方は1,020円）

　デイキャンプ▶１人100円（市
外の方は200円）
テントの貸し出し、まき・炭の
販売をしています。
市 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト の 予 約

フォームから申し込むか生涯学
習課または十里木キャンプ場へ
お申し込みください。
生涯学習課　994-0145

　十里木キャンプ場　998-0992
　（開場期間のみ）

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24日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室 
14人程度（先着順）
５月10日㈭

国保年金課　995-1813

５月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈭ ㈱駿東管工
☎992-5728

４日㈮ 小川設備工事店
☎993-2074

５日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

６日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

12日㈯ パイピング横山
☎992-3329

13日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

19日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

20日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

26日㈯ 植松水道
☎992-4644

27日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

データバンク
４月１日現在

13日㈰
富士裾野高原マラソン大会、
富士山資料館開館40周年
入館料無料

19日㈯
～20日㈰ 五竜みどりまつり

20日㈰ 市スポーツ祭レクスポ
３種目大会

26日㈯ 防災交流会

５月　カレンダー

人　口　52,332人� （−108人）
　男　　26,574人� （−64人）
　女　　25,758人� （−44人）
世　帯　21,690世帯�（+38世帯）
内、外国人� 817人�475世帯

５月　税金・料金
納付期限：５月31日㈭

軽自動車税� 全期分
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今月の救急協力医

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

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

２㈬ 小林内科医院 921-2165 米山町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 西村医院 971-6510 下土狩

3 ㈭

かとう内科医院 946-5562 大岡

大沢医院 931-1019 御幸町 沼津市立病院 924-5100 東椎路 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清水館医院 993-2323 茶畑

４㈮

きせがわ病院 952-8600 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢

山谷内科医院 966-5333 青野 よざ小児科医院 967-5722 原

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

５㈯

白石医院 951-4593 市道町

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

６㈰

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田

花メディカルクリ
ニック 987-9145 下土狩 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫

島郷
大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

須山診療所 998-0006 須山

７㈪ 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

８㈫ 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 田中医院 921-2053 高島町

９㈬ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 頴川医院 921-5148 高島本町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

10 ㈭ 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

11 ㈮ 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 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原
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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

日 内 科 外 科 小児科

５月前期

12 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

13 ㈰

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

小林医院 966-7700 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

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

14 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

15 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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 ㈭ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

4 ㈮ 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

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

服部歯科医院
992-0011 佐野

5 ㈯ こだま耳鼻咽喉科クリニッ
ク 926-1333 庄栄町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

6 ㈰ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉
科 981-3341 長沢

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉
科 981-3341 長沢

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

13 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

永井眼科
980-1777 萩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ベルの木歯科
992-7777 深良

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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●青くて痛くて脆い
著：住野よる　KADOKAWA

●卑弥呼の葬祭　天照暗殺
著：高田崇史　新潮社

●おまじない
著：西加奈子　筑摩書房

●穢れ舌
著：原宏一　KADOKAWA

●神々と戦士たち ５ 最後の戦い
著：ミシェル・ペイヴァー　訳：中谷友紀子　あすなろ書房
●さよならともだち
作：内田麟太郎　絵：降矢なな　偕成社（おれたち、ともだち！�13）
●もしぼくが本だったら
え：アンドレ・レトリア　ぶん：ジョゼ・ジョルジェ・レトリア
KTC中央出版
●とらのことらこ
作・絵：きくちちき　小学館

一般書

児童書

５月の休館日

●５月の行事予定
親子おはなし広場
 ８日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

おはなしフェスティバル
 12日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 19日㈯ 14時30分〜 本館２階視聴覚室

親子おはなしの会
 15日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 16日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 23日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ９日㈬ 10時〜17時 本館2階展示室
 17日㈭ 10時〜17時 本館2階展示室
 25日㈮ 10時〜17時 本館2階展示室

YA アドバイザー
 19日㈯ 10時〜11時 本館2階研修室

１日㈫・７日㈪・14日㈪
21日㈪・24日㈭・28日㈪

辻本 泉
いずみ

ちゃん
（２歳 11カ月・矢崎）

杉 友
ゆ う と

翔くん
（２歳８カ月・呼子）

菊池 莉
り お な

緒菜ちゃん
（２歳８カ月・千福が丘）

伊藤 小
こ は な

花ちゃん
（２歳 11カ月・御宿台）

桃井 美
み お

緒ちゃん
（２歳 10カ月・矢崎）

新刊おすすめ本

●こども図書館映画会
と　　き／５月12日㈯　14時〜
と こ ろ／本館2階視聴覚室
上映作品／怪盗グルーのミニオン大脱走
定　　員／60人
申し込み／整理券を５月５日㈯９時から本館カウンターで

家族分のみ配布します。

●ビブリオバトル in 鈴木図書館
と　　き／５月26日㈯　14時〜15時
と こ ろ／本館２階展示室
定　　員／10人
申し込み／５月19日㈯から受け付けます。　※電話可
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平成30年度　新メンバー紹介
新たな顔ぶれで新年度スタート

特集１

（◎は区長会長）
【西地区】
◎杉山利博（佐野本宿） 植松由夫（石脇） 岩田広行
（佐野上宿）小林欣市（佐野若狭） 村井俊水（佐野
二） 市川光一（大畑） 相磯克己（上町） 齋藤国富
（緑町） 舩津芳弘（元町） 植松敬士（桃園） 谷本渉
（富沢） 西尾末次（南町） 勝又茂（二ツ屋一） 武田
和吉（二ツ屋二） 柏木広基（堰原） 米山寛（伊豆島
田） 関野豊太（水窪）
【東地区】
◎市川英夫（滝頭） 市野直人（久根） 山本辰夫（公
文名一） 髙村茂（公文名二） 有井陽一（公文名三） 
氏原重雄（公文名四） 佐藤勝善（公文名五） 北村政
彦（三菱） 德能滿雄 （中丸上） 姫野正行（中丸中） 
梅田秀樹（中丸下） 中山敏彦（天理町）遠藤信夫
（本茶） 杉山久（道上） 勝又治（峰下市の瀬） 土屋
照雄（鈴原） 髙嶋嘉男（茶畑団地） 原木英利（青葉
台） 遠藤 昭（和泉） 遠藤正美（富士見台） 柏木孝
夫（麦塚） 富岡直彦（新道） 市川弘（東町） 三ツ石
博一（本通り） 小泉信二（日の出元町） 岩口智由
（本村上中） 三明正明（本村下）
【深良地区】
◎大庭満治（深良新田） 佐藤幸治（町震一） 大島和
雄（町震二） 佐久間昇（舞台団地） 大庭法男（南
堀） 大庭武（和市） 門倉昭夫（遠道原） 松井彰喜
（切久保） 杉本一 （上原） 勝又明（上原団地） 髙
橋伸至（原） 牧野節和（上須）杉本篤（岩波）
【富岡地区】
◎湯川富雄（御宿新田） 島强 （千福） 野博臣

（御宿平山） 神戸顯（御宿上谷） 勝又繁（御宿坂
上） 杉本和男（御宿入谷） 市川雅美（上城） 半田晃
一（中村） 岩佐浩正（下条） 勝又巖（中里） 小宮山
正儀（田場沢） 福田行信（森脇団地） 八木健二（上
ケ田） 池野則治（金沢） 坂田喜久夫（今里） 根上豊
秋（下和田） 齊藤まみ子（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） 長島伯実（千福南） 酒井崇泰（今里上）
【須山地区】
◎横山芳文（須山四） 渡邉泰正（須山一） 坂田賢雄
（須山二） 渡邉秀行（須山三） 瀧本建夫（須山六）

【西地区】
相川真也（佐野二） 水口毅真（伊豆島田） 三枝晶
（伊豆島田） 市川明宏（堰原） 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） 今関誠（石脇）
【東地区】
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】
藤井里美（町震一） 狩野茂夫（南堀） 渡邊佑介（岩
波） 松井譲（切久保） 阿部昭義（原） 渡邉信吾（深
良新田）
【富岡地区】
八木健二（上ケ田） 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） 若林福雄（千福が丘）
【須山地区】
平岩端（須山二） 荻田清昭（須山一） 荻田誠（須山
三） 沼田勝浩（須山六）

　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）

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役
� 85人

� 会長　大庭�満治

区長連合会

交通安全と
事故防止を導く
� 38人

� 会長　藤井�里美

交通指導員会
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特集１

【女性】
山本淳子 （桃園） 鈴木つる代（千福が丘） 杉本園子
（佐野二）

▲交通指導員会（年頭視閲式）

【西地区】
丸子茂（石脇） 伊藤靖次（佐野本宿） 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】
増田隆俊（公文名一） 津田隆雄（公文名四） 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】
釜洞文夫（町震一） 小見山和弘（南堀） 土屋篤夫
（和市） 近藤利昭（切久保） 勝又透（原） 大庭境時
（上原） 川中寿（深良新田） 中村隆夫（岩波） 根本
年代（女性）
【富岡地区】
勝又和延（田場沢） 佐藤宏紀（御宿新田） 勝又忠
（御宿坂上） 坂田好彦（上城） 松崎英親（中里） 勝
又高（呼子） 川口功（今里） 眞田貞一（下和田） 
佐々木秀和（千福が丘） 眞田ゆかり（女性）

【須山地区】
杉山信行（須山一） 土屋幸政（須山二） 瀧口昇嗣（須
山三） 軽石彦之（須山六） 佐藤寿恵子（女性）

▲地域地震防災指導員会（地震体験車体験）

【消防団本部】
団長／杉本和男（御宿入谷）副団長／二ノ宮善明（緑
町）副団長／伊東秀哉（元町）本部長／藤森勤（上
原）本部部長／牧島利浩（今里）本部部長／杉山福美
（須山一）本部部長／勝又宏和（新道）本部部長／西
島隆彦（石脇）本部部長／山本貴一（本茶）本部部長
／木村典由（御宿入谷）本部部長／鈴木博行（上町）
本部部長／渡邉勉（須山一）本部部長／荻田和彦（須
山三）本部部長／大庭続（遠道原）女性消防部長／坂
上恵（上須）
【分団長】
東分団／長田勇一（中丸下）西分団／大平将孝（今
里）深良分団／今井隆彦（遠道原）富岡分団／坂田尚
之（今里）須山分団／勝呂利光（須山三）

 

◀消防団
　（辞令交付式）

防災力の向上と
自主防災の活性化
� 40人

� 会長　杉山�信行

地域地震防災指導員会

私たちの生命と
財産を守る
� 232人

� 団長　杉本�和男

消防団

3
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特集 2

みんなで創るまちづくり“みらい会議”
前佐賀県武雄市長を招いたシンポジウムを開催

企画政策課
995-1804

　３月17日㈯生涯学習センターで「みらい会議シンポジウム」を開催しまし
た。みらい会議サポーターを含む約100人が参加し、市政報告・基調講演・
トークセッションを行いました。

市の現状とこれからのまちづくり
～市長からの市政報告～

　今年度の一般
会計当初予算額
208億円を、月
収40万円の家
庭に置き換えて、
髙村市長から市
の現状を報告し
ました。支出が
収入を上回っている状況が続いているため、毎月預金
を取り崩している状況だと説明。今後も厳しい状況が
続く見通しですが、髙村市政１期目にまいた種を開花
させるため、継続プロジェクトの歩みは止めず、将来
を見据えた投資は継続すると力強く訴えました。
　今年度の主要事業を説明し、最後に「みらい会議×
共創×シビックプライド」をキーワードに、今年度の
みらい会議を「みらい会議パートナー」と共に創ろう
と提案しました。今後、みらい会議は、裾野のまちづ
くりを共に考え実行していく仲間と、企画・運営して
いきます。

5万人都市における地方創生
～樋渡啓祐氏による基調講演～

　８年８カ月の武雄市長時代を振り返りながら、ホー
ムページのフェイスブック化や、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な
ど独創的・先駆的な取り組みについて話しました。ま
ちづくりのキーワードとして「ブランド・スピード・
ストーリー」を掲げ、コンパクトにインパクトのある
言葉で表現することや、スピードは最大の付加価値で
あるということを、ユーモアを交えながら話し、笑い
と驚きの絶えない会場となりました。

　２人に共通することは、まちづくりは楽しいと
いうこと。市民もまちづくりに参画する時代とな
り、プレーヤーやオブザーバーなどさまざまな形
で足を運んでもらいたいと訴えました。髙村市長
は、楽しめるまちづくりを仕掛けていくので、身
構えず気軽に参加してほしいと締めくくりました。

市の人口減少対策を考える～髙村市長×樋渡氏のトークセッション～

4
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駅西地区の整備

特集 3

　商業・居住環境、交通機能と防災面などで問題を抱
える裾野駅周辺地区で、都市計画道路、区画道路、公
園、水路などの整備と宅地の利用増進を図り、市の玄

関口にふさわしい中心市街地を形成することを目的に、
裾野駅西土地区画整理事業を進めています。

【平成29年度の主な公共施設（道路など）整備】

区画整理課
994-1274

　市では、裾野駅西口周辺地区で裾野駅西土地区画整理事業を進めています。
事業へのご理解とご協力をお願いします。

　臨時駅前広場に隣接する
一般車乗降場の駐車スペー
スを増やしました。

一般車乗降場

①一般車乗降場の拡大
　整備

8M-4号線

　裾野踏切西側の市道（区
画道路）を整備・供用開始
しました。

②8M-4号線の整備、
　8M-8号線の一部整備

平松新道線

　裾野駅前交差点南側の平
松新道線の一部を拡幅し、
歩道を整備しました。

③平松新道線の一部
　整備

南側臨時駐輪場

　駅西口駐輪場、公衆用ト
イレを移転・整備しました。

④駅西口臨時駐輪場、
　公衆用トイレの供用開始

［裾野駅西口周辺図］

一般車乗降場

駅前交差点

8M-4号線

裾野踏切

裾野駅

平 松 新 道 線
平 松 新 道 線

③平松新道線の
　一部整備

①一般車乗降場の
　拡大整備

④公衆用トイレの
　供用開始

④臨時駐輪場の供用開始

②8M-4号線の整備、
　8M-8号線の一部整備

施行済み区域

施行前区域

８
Ｍ―

８
号
線
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特集 4

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

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、すそのーるの時刻表を改正しました。

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
介護者の運賃は、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】

shttp://www.city.susono.shizuoka.jp/
　kurashi/4/1/index.html

▶東回り
バス停 ★１便 ★２便 ３便 ★４便 ５便

裾 野 駅 ７：１5 ９：４5 １１：２5 １４：１０ １６：１3
三 菱 前 ７：１９ ９：４９ １１：２９ １４：１４ １６：１７
麦 塚 口 ７：２０ ９：5０ １１：3０ １４：１5 １６：１8
南 小 学 校 前 ７：２3 ９：53 １１：33 １４：１8 １６：２１
水 窪 ７：２8 ９：58 １１：38 １４：２3 １６：２６
新 愛 鷹 橋 ７：２９ ９：5９ １１：3９ １４：２４ １６：２７
富 沢 ７：3２ １０：０２ １１：４２ １４：２７ １６：3０
桃 園 ７：3６ １０：０６ １１：４６ １４：3１ １６：3４
花 園 橋 ７：3７ １０：０７ １１：４７ １４：3２ １６：35
裾 野 二 本 松 ７：38 １０：０8 １１：４8 １４：33 １６：3６
裾野西小学校入口 ７：3９ １０：０９ １１：４９ １４：3４ １６：3７
佐 野 ７：４０ １０：１０ １１：5０ １４：35 １６：38
裾 野 高 校 入 口 ７：４3 １０：１3 １１：53 １４：38 １６：４１
裾野赤十字病院 ７：４5 １０：１5 １１：55 １４：４０ １６：４3
鈴木図書館入口 ７：４5 １０：１5 １１：55 １４：４０ １６：４3
裾 野 駅 ７：5０ １０：２０ １２：００ １４：４5 １６：４8

▶西回り
バス停 １便 ★２便 ３便 ★４便 ５便

裾 野 駅 ９：０8 １０：４０ １3：００ １４：55 １６：55
鈴木図書館入口 ９：１０ １０：４２ １3：０２ １４：5７ １６：5７
裾野赤十字病院 ９：１１ １０：４3 １3：０3 １４：58 １６：58
裾 野 高 校 入 口 ９：１２ １０：４４ １3：０４ １４：5９ １６：5９
佐 野 ９：１４ １０：４６ １3：０６ １5：０１ １７：０１
裾野西小学校入口 ９：１5 １０：４７ １3：０７ １5：０２ １７：０２
裾 野 二 本 松 ９：１６ １０：４8 １3：０8 １5：０3 １７：０3
花 園 橋 ９：１７ １０：４９ １3：０９ １5：０４ １７：０４
桃 園 ９：１8 １０：5０ １3：１０ １5：０5 １７：０5
富 沢 ９：２3 １０：55 １3：１5 １5：１０ １７：１０
新 愛 鷹 橋 ９：２６ １０：58 １3：１8 １5：１3 １７：１3
水 窪 ９：3１ １１：０3 １3：２3 １5：１8 １７：１8
南 小 学 校 前 ９：35 １１：０７ １3：２７ １5：２２ １７：２２
麦 塚 口 ９：3６ １１：０8 １3：２8 １5：２3 １７：２3
三 菱 前 ９：3７ １１：０９ １3：２９ １5：２４ １７：２４
裾 野 駅 ９：４3 １１：１5 １3：35 １5：3０ １７：3０

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 − 8：5２ １０：２5 １3：3０ １5：２１ １７：０5
三菱アルミ − 8：5６ １０：２９ １3：3４ １5：２5 １７：０９
麦 塚 − 8：58 １０：3１ １3：3６ １5：２７ １７：１１
本 茶 − 8：5９ １０：3２ １3：3７ １5：２8 １７：１２
道 上 − ９：００ １０：33 １3：38 １5：２９ １７：１3
向田小学校前 − ９：０２ １０：35 １3：４０ １5：3１ １７：１5
鈴 原 − ９：０3 １０：3６ １3：４１ １5：3２ １７：１６
県営茶畑団地 − ９：０４ １０：3７ １3：４２ １5：33 １７：１７
青葉台団地 ６：5０ ９：０７ １０：４０ １3：４5 １5：3６ １７：２０
県営茶畑団地 ６：53 ９：１０ １０：４3 １3：４8 １5：3９ １７：２3
鈴 原 ６：5４ ９：１１ １０：４４ １3：４９ １5：４０ １７：２４
向田小学校前 ６：55 ９：１２ １０：４5 １3：5０ １5：４１ １７：２5
裾野東中学校入口 ６：5６ ９：１3 １０：４６ １3：5１ １5：４２ １７：２６
裾野市民体育館前 ６：58 ９：１６ １０：４９ １3：5４ １5：４5 １７：２９
裾野赤十字病院 ６：5９ ９：１７ １０：5０ １3：55 １5：４６ １７：3０
鈴木図書館入口 ６：5９ ９：１７ １０：5０ １3：55 １5：４６ １７：3０
裾 野 駅 ７：０２ ９：２２ １０：55 １４：００ １5：5１ １７：35

▶東回り
バス停 １便 ★２便 ３便 ４便 ★青葉台線

裾 野 駅 ９：４７ １１：４０ １４：２5 １６：０5 １8：０3
鈴木図書館入口 ９：5０ １１：４3 １４：２8 １６：０8 １8：０６
裾野赤十字病院 ９：5１ １１：４４ １４：２９ １６：０９ １8：０７
裾野市民体育館前 ９：5２ １１：４5 １４：3０ １６：１０ １8：０8
裾野東中学校入口 ９：5４ １１：４７ １４：3２ １６：１２ １8：０９
向田小学校前 ９：55 １１：４8 １４：33 １６：１3 １8：０９
鈴 原 ９：5６ １１：４９ １４：3４ １６：１４ １8：１１
県営茶畑団地 ９：5７ １１：5０ １４：35 １６：１5 １8：１２
青葉台団地 １０：００ １１：53 １４：38 １６：１8 １8：１４
県営茶畑団地 １０：０3 １１：5６ １４：４１ １６：２１ −
鈴 原 １０：０４ １１：5７ １４：４２ １６：２２ −
向田小学校前 １０：０5 １１：58 １４：４3 １６：２3 −
道 上 １０：０６ １１：5９ １４：４４ １６：２４ −
本 茶 １０：０７ １２：００ １４：４5 １６：２5 −
麦 塚 １０：０8 １２：０１ １４：４６ １６：２６ −
三菱アルミ １０：１１ １２：０４ １４：４９ １６：２９ −
裾 野 駅 １０：１７ １２：１０ １４：55 １６：35 −

★……土・日曜日、祝日は運休
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特集 4

企画政策課
995-1804

▶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 ９：０8 １１：１０ １４：００ １６：２１
裾 野 西 小 学 校 入 口 ９：１１ １１：１3 １４：０3 １６：２４
佐 野 ９：１２ １１：１４ １４：０４ １６：２5
大 畑 橋 ９：１3 １１：１5 １４：０5 １６：２６
中 央 公 園 前 ９：１5 １１：１７ １４：０７ １６：２8
千 福 下 ９：１６ １１：１8 １４：０8 １６：２９
千 福 ９：２１ １１：２3 １４：１3 １６：3４
御 宿 平 山 湧 水 ９：２3 １１：２5 １４：１5 １６：3６
富岡中グランド入口 ９：２４ １１：２６ １４：１６ １６：3７
富 岡 中 学 校 前 ９：２5 １１：２７ １４：１７ １６：38
御 宿 ９：２７ １１：２９ １４：１９ １６：４０
御 宿 八 幡 宮 前 ９：２９ １１：3１ １４：２１ １６：４２
福 祉 保 健 会 館 前 ９：3１ １１：33 １４：２3 １６：４４
裾 野 市 営 プ ー ル 前 ９：33 １１：35 １４：２5 １６：４６
裾野市民文化センター ９：3９ １１：４１ １４：3１ １６：5２
裾 野 市 営 プ ー ル 前 ９：４０ １１：４２ １４：3２ １６：53
和 市 ９：４２ １１：４４ １４：3４ １６：55
南 堀 下 ９：４3 １１：４5 １４：35 １６：5６
町 田 ９：４６ １１：４8 １４：38 １６：5９
久 根 ９：４７ １１：４９ １４：3９ １７：００
公 文 名 ９：４8 １１：5０ １４：４０ １７：０１
裾 野 市 民 体 育 館 前 ９：４９ １１：5１ １４：４１ １７：０２
裾 野 赤 十 字 病 院 ９：5０ １１：5２ １４：４２ １７：０3
鈴 木 図 書 館 入 口 ９：5１ １１：53 １４：４3 １７：０４
裾 野 駅 ９：58 １２：００ １４：5０ １７：１１

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 １5：２１ １７：3４
鈴 木 図 書 館 入 口 １０：１２ １3：０２ １5：２3 １７：3６
裾 野 赤 十 字 病 院 １０：１3 １3：０3 １5：２４ １７：3７
裾 野 市 民 体 育 館 前 １０：１４ １3：０４ １5：２5 １７：38
公 文 名 １０：１5 １3：０5 １5：２６ １７：3９
久 根 １０：１６ １3：０６ １5：２７ １７：４０
町 田 １０：１７ １3：０７ １5：２8 １７：４１
南 堀 下 １０：２０ １3：１０ １5：3１ １７：４４
和 市 １０：２１ １3：１１ １5：3２ １７：４5
裾 野 市 営 プ ー ル 前 １０：２3 １3：１3 １5：3４ １７：４７
裾野市民文化センター １０：3０ １3：２０ １5：４１ １７：5４
裾 野 市 営 プ ー ル 前 １０：3２ １3：２２ １5：４3 １７：5６
福 祉 保 健 会 館 前 １０：33 １3：２3 １5：４４ １７：5７
御 宿 八 幡 宮 前 １０：35 １3：２5 １5：４６ １７：5９
御 宿 １０：3７ １3：２７ １5：４8 １8：０１
富 岡 中 学 校 前 １０：3９ １3：２９ １5：5０ １8：０3
富岡中グランド入口 １０：４０ １3：3０ １5：5１ １8：０４
御 宿 平 山 湧 水 １０：４１ １3：3１ １5：5２ １8：０5
千 福 １０：４3 １3：33 １5：5４ １8：０７
千 福 下 １０：４７ １3：3７ １5：58 １8：１１
中 央 公 園 前 １０：４8 １3：38 １5：5９ １8：１２
大 畑 橋 １０：5１ １3：４１ １６：０２ １8：１5
佐 野 １０：5２ １3：４２ １６：０3 １8：１６
裾 野 西 小 学 校 入 口 １０：53 １3：４3 １６：０４ １8：１７
裾 野 駅 １１：００ １3：5０ １６：１１ １8：２４

※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）

▶東京行
バス停 毎日 毎日 平日 土・日

祝日 毎日
千 福 下 5：58 8：２8 ９：２8 ９：２8 １3：58

裾野市民文化センター前 ６：０5 8：35 ９：35 ９：35 １４：０5

トヨタ自動車東日本前 ６：１２ 8：４3 ９：４3 ９：４3 １４：１3

六 本 木 ヒ ル ズ ー ー ー １１：１９ ー

東 京 駅 ７：5９ １０：3０ １１：3０ １１：４４ １６：００

　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。
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特集 5

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

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23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31年3月31日㈰
利用方法／現金で運賃を払うときに、乗務員に本人確

認のできるものを提示し、助成券を提出してくださ
い。現金以外で運賃を支払う場合は、助成券の利用
ができません。他の助成券、クーポン券などとの併
用はできません。
その他／他人（家族・親族を含む）への譲渡、換金は

できません。

乗降場所のどちらかが市内なら利用可

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

企画政策課
995-1804

　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。

交付申請
～各支所で交付申請ができるように～

　これまでの申請手続きは、企画政策課で受け付
けしていましたが、下記の日程から各支所でも受
け付けができるようになります。

ところ とき

須山地区コミセン 5月15日㈫〜

深良地区コミセン 5月16日㈬〜

富岡地区コミセン 5月17日㈭〜

※企画政策課でも、これまで通り申請できます。

交付申請方法

　助成券の交付を希望する方は、企画政策課また
は各支所で、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。

～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

今年度利用できる
助成券はみどり色
です

見本
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　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、要介護になる恐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

介護が必要な高齢者の方で介
護保険サービスを利用してい
ない方、その世帯

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

―
介
護
保
険
課

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
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　静岡がんセンター公開講座2018「知って安心！がん医療」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９日㈯

第１部 人生百年時代の養生訓 山口建さん（総長）

第２部 がんと向き合うあなたを支えます
〜静岡がんセンターの患者家族支援〜

鶴田清子さん
（副院長兼患者家族支援センター長）

第３部 がん免疫療法の新時代 秋山靖人さん
（研究所 免疫治療研究部長）

第２回
７月７日㈯

第１部 前立腺がんの治療
〜手術・放射線・薬物療法の進歩〜 庭川要さん（副院長兼泌尿器科部長）

第２部 乳がんの最新治療 西村誠一郎さん（乳腺外科部長）

第３回
８月18日㈯

第１部 最先端のロボット外科手術 寺島雅典さん（胃外科部長）

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4回
９月８日㈯

第１部 大腸がんの最新外科治療 塩見明生さん（大腸外科部長）

第２部 血液がんの診断と治療 池田宇次さん
（血液幹細胞移植科部長）

第５回
10月13日㈯

第１部 肺がんの最新治療 大出泰久さん（呼吸器外科部長）

第２部 卵巣がんの最新治療 平嶋泰之さん（婦人科部長）

第６回
11月10日㈯

第１部 肝・胆・膵がんの最新治療
〜膵がんを中心に〜

上坂克彦さん
（院長代理兼肝胆膵外科部長）

第２部 眠れてますか？ 新里薫さん（腫瘍精神科部長）

第３部 がんのゲノム医療〜遺伝解析技術の進歩
がもたらす新たな医療〜

浦上研一さん
（研究所 診断技術開発研究部長）

第７回
12月15日㈯

第１部 最新の放射線治療 西村哲夫さん
（副院長兼放射線・陽子線治療センター長）

第２部 がんの骨転移の話 高橋満さん（病院長）

時間／13時～15時40分ごろ
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・静岡放送東部総局業務部「静岡
がんセンター公開講座」係

〒410-8560　住所記入不要　
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。

静岡新聞社・静岡放送東部総局業務部　962-6520
　※土・日曜日、祝日を除く9時～17時
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　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

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30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31年２月15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

マイルの貯め方
　市が主催している教室や相談・健診などに参加した
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、次ページの表をご覧ください。
マイル付与期間／平成31年２月15日㈮まで
達成者の受け付け
　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31年２月22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られるカード）
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。
※２枚目以降景品抽選の実施は健康推進課で行います。

受付は抽選日の前日までです。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会
とき／平成31年３月７日㈭

抽選用景品提供の協力店（順不同）／㈱フジヤマリゾート遊園地ぐりんぱ/ＪＡ南駿五竜庵/土屋商店/エブ
リィビッグデー裾野店/全日食チェーンひまわり佐野店/みどり作業所・グリーンカフェ花麒麟/㈱十里木温泉/
㈱クリエイトエス・ディー裾野滝頭店/㈱クリエイトエス・ディー裾野茶畑店
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『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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▶
点
線
で
切
り
取
っ
て
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

✂

✂

平成30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30年5月1日〜平成31年2月15日
特典と交換する期間
平成30年5月1日〜平成31年2月22日
景品抽選日※申し込みは抽選日の前日まで

平成31年3月7日

ふりがな

氏名 （　　　　）歳

住所　〒　　　−　　　　

裾野市

電話　　　　　　（　　　　　　）
裾野市役所健康推進課（☎ 055−992−5711）



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

40歳未満 2マイル 加算マイルは1枚目
のカードのみです。

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）

各 2 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▶さらに 2 マイル加算

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
結核健康診断 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』 あらかじめ設定した目標の達成状況を20
回記録するごとに2マイル

参加した日付と内
容を記録しておい
てください。

健康と歯のフェスティバル 2マイル
健康推進課主催の講座など
　　・こころの健康づくり講演会
　　・すそのウォーキング
　　・8020推進員養成講座
　　・ゲートキーパー養成講座

左記事業1回参加ごとに２マイル

健康推進課事業（上記以外）
市が主催する事業（イベント・講演会・講座など）
その他指定項目
　　・地区サロン
　　・ラジオ体操
　　・寄り道ウォーキング
　　・寄り道試食会
　　・ヘルシーパーク水中教室
　　・市民体育館トレーニング室の利用
　　・子育て支援センターの利用

左記指定事業5回参加ごとに1マイル
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11

（ / ）

12

（ / ）

13

（ / ）

14

（ / ）

15

（ / ）

1

（ / ）

2

（ / ）

3

（ / ）

4

（ / ）

5

（ / ）
6

（ / ）

7

（ / ）

8

（ / ）

9

（ / ）

10

（ / ）

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会に応募できます。

✂

✂

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



インフォメーション

Information
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　

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30日㈬
美化センター　992-3210

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19日㈯
　13時30分～15時30分

ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出
町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター
　054-286-9245

工業統計調査を実施
対象は製造事業所

　全国一斉に平成30年工業統計
調査が、従業者４人以上の全ての
製造事業所の方を対象に実施され
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30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

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22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
民生委員児童委員協議会（土屋）
　997-2031

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13日㈰
運動公園周辺
車両通行止め▶９時30分～12
時30分
　片側通行▶10時～12時

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

車両通行止め区間
片側通行区間（東進のみ）

富士裾野高原マラソン大会実行
委員会（杉山）　
　090-4402-2293

五竜みどりまつり

５月19日㈯　９時～16時
　　　20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、アート
クラフトなど
観光協会　992-5005

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。その他全国一斉にさまざま
な手段で、情報で伝達訓練が行わ
れます。

５月16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
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インフォメーション

Information

議会報告会

５月26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21日㈪　10時～12時
　※受付▶11時40分まで

市役所４階会議室
●司法書士相談▶相続、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。
戦略広報課　995-1802

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。希望する方は自
分で作ることができます。

５月18日㈮　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
富士山資料館　998-1325

電話相談
「子ども・家庭110番」

　「子ども・家庭110番」では、子
どもや子育てに関する悩み相談を
受け付けています。秘密は堅く守
り、匿名での相談も受け付けます。

平日▶９時～20時　※祝日と
年末年始は受け付けません。

　土・日曜日▶９時～17時
相談電話番号／924-4152
子育て支援課　995-1841

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

住宅建設等促進事業
リフォーム工事助成を廃止

　住宅建設等促進事業は、市民の
方または新たに市民になる方が、
市内施工業者との契約で住宅の新
築工事などを行った場合に、その
経費の一部を助成する制度です。
　今年度からリフォーム工事の助
成は廃止になりました。その他の
工事の助成金額などは変更ありま
せん。
今年度以降の助成対象工事･金額

注意／耐震工事とは、昭和56年
５月31日以前に着工された木
造住宅で耐震評点が1.0未満で
あるか、Is（構造体新指標）/
ET（県耐震判定指標）が1.0未
満である建物に耐震改修を行う
工事をいいます。
商工会　992-0057

すそのんのイラストの使用

対象工事 助成金額

新築・建て替え 上限50万円

耐震工事 上限20万円

　市マスコットキャラクター
“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可
使用承認期間／承認を受けた日

から２年を経過する日以後の

最初の３月31日まで
●個人が家庭内で使用する場
合、申請は不要です。●市の
信用または品位を損なう恐れ
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。●すそのんの着ぐるみ
は、自治会などのイベントに
貸し出しできます。詳しくは、
市公式ウェブサイトをご覧く
ださい。
シビックプライド推進室
　995-1803
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お知らせ

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24日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和23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。
保険証、筆記用具など
国保年金課　995-1814

フランクストン市
小・中学生短期派遣参加者

８月４日㈯～14日㈫
オーストラリアビクトリア州フ
ランクストン市他
市内に住んでいる小学６年生～
中学２年生
小学生：４人、中学生６人
フランクストン市観光、学校訪
問、ホームステイ
約14万円　※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。
参加者は、書類選考の他６月３
日㈰13時30分から生涯学習セ
ンターで行う選考会（面接）で
決定します。
５月７日㈪～18日㈮
海外友好協会　993-9695

　※受け付けは㈪㈬㈮の13時～
16時
〒410-1118　佐野921-3

婦人バレーボール大会
参加チーム

７月１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17日㈭～６月17日㈰
市スポーツ祭運営委員会
　993-0303

アフリカへ毛布をおくる運動
毛布の回収

　アフリカの温度差の激しい地帯
に住んでいる方や内戦・自然災害
で家を失った方などに毛布を送り
ます。毛布の寄付にご協力をお願
いします。

５月12日㈯　９時～10時
市役所駐車場
毛布の種類
大きさ／シングルサイズ（140×

200～210cm）以上
素材／アクリル、ポリエステル、

シルク、マイクロファイバー、
ウールなど
●輸送にかかる代金1,000円の
負担もご協力ください。●使用
した毛布は洗濯してからお持ち
ください。●綿毛布や破損や汚
れのある毛布、布団、タオル
ケットなどは送ることができま
せん。
明るい社会づくり運動県裾野地
区協議会（林）992-2406

普通救命講習会

５月20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19日㈯
富士山南東消防本部裾野消防署
　救急係　995-0119

ラグビーワールドカップ2019
公式ボランティア

　平成31年９月～11月に行われ
るラグビーワールドカップ2019
では、エコパスタジアム（袋井市
愛野）も会場の１つになっていま
す。大会を盛り上げる公式ボラン
ティアを募集します。

平成31年３月31日時点で満18
歳以上の方　※１日当たり最長
８時間の活動に参加できる方
試合会場周辺での運営補助、最
寄り駅などでの案内など
公式ウェブサイトから登録して
ください。
申し込み後に面接や研修があり
ます。詳細は公式ウェブサイト
でご確認ください。
７月18日㈬11時59分
ラグビーワールドカップ2019
組織委員会　03-4405-6225
http://www.rugbyworldcup.
com/volunteers
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Information
インフォメーション

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

カレンダーフォトコンテスト
なんすんの四季

部門・賞
一般部門／最優秀賞１点▶３万円、

優秀賞２点▶２万円、入選９点
▶１万円
学生部門／最優秀賞１点▶図書

カード５千円分、優秀賞２点▶
図書カード３千円分
スマートフォン部門／最優秀賞１

点▶５千円、優秀賞２点▶３千
円
テーマ／なんすんの四季　※農村

風景や四季を感じる富士山、な
んすんの行事、祭事、農畜産物
などを被写体にした季節感のあ
る写真
サイズ／一般・学生部門▶横位置

で撮影したA4または六つ切り
スマートフォン部門▶３MB程
度、1280×960ピクセル以上、
JPEG形式
応募方法／作品の裏面に所定の応

募票を貼付し、JAなんすんの

本支店に郵送または直接お持ち
ください。スマートフォン部門
は、メールでも応募できます。

　※１部門につき１人３点まで応
募可

７月31日㈫当日消印有効
応募作品は未発表の作品に限り、
過去の応募作品での再応募はで
きません。
JAなんすん総合企画部企画課
　931-4977
〒410-0822　沼津市下香貫字
上障子415-1

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

Q 「注文を受けた健康食品を送ります」と突然
電話があった。「注文した覚えはない」と答

えたが、「今になってキャンセルはできない」と強く
言われ、「今回限りなら」と答えてしまった。商品が
届き、お金を払ったが返品したい。

Ａ 注文していないのに強引に健康食品を送り付
けられたという相談が寄せられています。申

し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ、
電話があったときにきっぱり断りましょう。商品が
届いても、事業者名、住所、電話番号をメモした上
で受け取りを拒否しましょう。断りきれず商品を受
け取ってしまった場合でも、クーリング・オフ（無
条件解約）できる場合があります。すぐに消費生活
センターにご相談ください。

消費生活センターなどをかたる不審な電話や
はがきにご注意！！
　「消費生活センターや公的機関に類似した名称を
かたる者から不審な電話がかかってきた」「身に覚
えのない料金支払いを要求するはがきが送られてき
た」という相談が寄せられています。
　消費生活センターは、消費生活相談をしたことの
ない方に電話をかけたり、はがきを送ったりするこ
とはありません。また、消費生活センターの相談は
無料で、お金を請求することは絶対にありません。
　消費生活センターは、消費生活安全法に基づき地
方公共団体が運営しています。少しでも不安を感じ
たら、お問い合わせください。

受付時間／９時～16時
佐野1059（市役所１階）

消費生活センター
995-1854
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Health

　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。

健康推進課

  992-5711

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29年11月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

15日㈫
13:00〜13:30

平成28年10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11月
生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭
13:00〜13:30

平成27年４月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ８日㈫　 17:00 〜 19:45
15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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

内科 整形 内科 内科 整形
6 7 8 9 10 11 12

整形 内科 内科 外科 整形 内科 整形・内科
13 14 15 16 17 18 19

整形 内科 内科 外科 内科 整形 内科
20 21 22 23 24 25 26

内科 整形 内科 外科 内科 内科 外科
27 28 29 30 31

整形 整形 内科 内科 整形
※12日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

５月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
7・14・21・28日㈪

9:00〜10:30
身体測定や育児など
の相談を希望する方

母子食事
健康相談

28日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

9日㈬
8:45〜9:00 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

21日㈪
13:00〜15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

7日㈪
13:00〜15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

9日㈬・25日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

7日㈪・24日㈭
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方
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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 ㈬ 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 田中医院 921-2053 高島町

17 ㈭ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

18 ㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 酒井医院 966-1755 今沢 よざ小児科医院 967-5722 原

19 ㈯ 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

20 ㈰

永野医院 962-4450 大岡 東医院 921-5520 高沢町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

鈴木医院 993-0430 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

21 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 ㈫ 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

23 ㈬ 森医院 966-2017 石川 守重医院 931-2511 我入道
江川

まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

24 ㈭ 鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

25 ㈮ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

26 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 西島病院 922-8235 大岡 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈰

林医院 931-1120 住吉町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

遠藤医院 997-0533 葛山 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

日 内 科 外 科 小児科

５月後期

28 ㈪ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 清水館医院 993-2323 茶畑 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

29 ㈫ 武藤医院 931-0088 三園町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

30 ㈬ 旭医院 966-0031 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

31 ㈭ 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

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 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

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

27 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

木村眼科
967-4611 原

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

しおみ歯科医院
992-0202 平松

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

NAVI

須山浅間神社と神輿

　「おみこし」は、神霊が本社から他所に渡御する
際の乗り物で、神

し ん よ
輿とも呼ばれます。記録によると、

749年宇佐八幡を東大寺に迎えるときに用いた紫色
の賛

わ ん よ
輿が最初とされています。

　左下の写真は、富士山資料館に展示されている須
山浅間神社のものです。1860年に製作され、1967
年まで使われていた２基のうちの１基です。
　右下の古文書は、1806年に須山浅間神社の神輿
製作にあたり、江戸日本橋の大仏師法橋森祐雲から
依頼者の渡邉隼人宛てに出された仕様書です。これ
には、全体の大きさ・部品の寸法・木材の材質・彫
り物の内容・漆の色・金箔を用いる部分・飾り物の
種類・鏡や鈴の数、それぞれの価格などが記載され
ています。
昔も神輿の
製作には莫
大な費用が
かかりまし
た。

５月の休館日
１日㈫・７日㈪・21日㈪

　4月１日㈰に市民体育館で市消防団辞令交付式が
行われ、26年ぶりに団長の交代がありました。今
回団長に就任したのが杉本さん。昭和41年に消防
団員になり通算37年。その間、富岡分団長、第三
方面隊長、本部長、副団長を歴任しました。
　結婚を機に家業を継ぐことが決まり、日中も地元

で働いているため、区からの依頼で入団しました。
「当時は消防署がなかったため、火災が発生すると
いち早く現場に駆けつけ、現場や周辺の状況を調査
し安全第一に効率よく消火活動を進めなけらばなら
ず、消防団に係る責務は今より大きかったです」と
語ります。分団長を任された４年間は特に思い出が
多く、富岡分団詰所の移転、ポンプ車の入れ替えや
下和田班詰所の建設など大きな事業を抱えていまし
た。一方、当時青年会議所の事務局長も務めており、
「寝る間もなく働きました」と当時を語ってくれま
した。
　「消防団はボランティア活動の最たるものです。
団員の確保には苦慮していますが、日夜訓練や消火
活動、その他の防災活動に体を張って活動を続けて
くれる若者たちがいます。それぞれ仕事や家庭と両
立しながらの活動しているため、役割や活動時間帯
の分担などを考慮し、活動しやすい環境を整えてい
くことが自分に与えられた役割です。また、時代の
ニーズがめまぐるしく変っていく中、代謝の良い組
織としていくことも必要です」と語る杉本さんでし
た。

26年ぶりの新消防団長
杉本　和男さん（御宿入谷・73歳）

2018
年
 
N
o.1354

5
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日
号

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）
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
発売日／好評発売中

神輿

（富士山資料館展示品） （渡邉家文書）

覚
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氏　名

平成30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31年３月31日（日）

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。

うるおいすその
働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

4 月 16 日　400 万人目は勝又きく江さん
ヘルシーパーク裾野　来場者 400 万人達成

Contents
p02 ヘルシーパーク裾野
p03 健康診査を受けましょう！
p04 健康と歯のフェスティバル
p06 地域の活性化などに取り組む団体を募集
p07 大雨による土砂災害・水害に備える
p08 フォトグラフ
p10 悪質商法はあなたを狙っています
p11 田畑の防護柵に上限45,000円を補助
p12 6/1～6/7は水道週間

今号は、「議会だより」がとじ込みされています。

No.1355

5.15
2018

見本



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
965-1126
健康推進課

992-5711

　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。

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18日㈪～21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、祝日以外は、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。

2
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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18日㈪～21日㈭
●年末年始（12月31日㈪～１月１日㈫）

広報すその平成30年５月15日号

▼切り取ってお使いください

見本



特集 2

　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11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。
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。

●成人歯周疾患検診 
とき／６月11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11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 55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　55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）

健康推進課
992-5711
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健康診査を受けましょう！
がん検診と成人歯周病疾患検診



特集 3

　６月の歯と口の健康週間に合わせ“健康と歯のフェスティバル
第40回よい歯をつくる親子のつどい”を開催します。今回は40
回記念大会で日曜日の開催となります。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(日)
　式典▶10時～10時30分
　催し物▶10時45分～14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
●レーダーチャート（お口の総合評価）
●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（唾液検査）

　●健康機器での測定（骨密度・体組成・血管年齢・
足裏チェック・肌の健康）

●健康くらぶ 簡易体力測定
●みんなで楽しくエクササイズ
●薬の相談（沼津薬剤師会）
●すそのん・ファイゴン・よ防さんの共演
●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(火)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29年度３歳児健診で、むし歯のなかった児
　　内容／平成29年度３歳児健診でむし歯のなかっ

た児に渡している認定証（はがき大）を大きな
認定証に交換し、記念品を進呈します。

コンクールの募集とポスター展示

○噛むカムケア８
はちまるにいまる
０２０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（生年月日が昭和13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

ななまるにいまる
０２０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（生年月日が昭和13年４月２日～
昭和23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26日㈯まで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２日㈯～７日㈭　９時～15時
　６月10日㈰　10時45分～14時30分
　※６月４日㈪は休館日です。８日㈮・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

健康と歯のフェスティバル
第40回よい歯をつくる親子のつどい

健康推進課
992-5711
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特集 3

わたなべ歯列矯正クリニック　渡邉　哲平　先生

子どもの頃の歯並び・噛
か

み合わせが
8020達成に関係する？

　「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう！」
　これは“生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるよ
うに”と日本歯科医師会が中心となって推進している
運動です。
　歯を失う主な原因は、ご存知「むし歯」と「歯周
病」です。これは歯の喪失“２大原因”とも呼ばれて
いるものです。8020達成のためには、まず、むし歯
と歯周病に罹

り か ん
患しないこと、罹患してしまった際には

速やかに治療し、再発を防ぐことが大事ということに
なります。
　では、逆にむし歯と歯周病さえ気を付けていれば
8020を達成できるのでしょうか？実は必ずしもそう
とは限らないのです。

8020を達成した方の歯並び・噛み合わせは？

　過去に、8020を達成された方300人の歯並び・噛
み合わせには“何か共通点がないだろうか？”という
ことを調べる研究が行われたことがありました。
（8020達成者の歯列・咬合の観察：日本歯科医師会
雑誌1999,52茂木悦子ら）すると、300人の噛み合わ
せを調査すれば、10人ほどは含まれていてもおかし
くない不正咬

こうごう
合である「反対咬合」や「開

かいこう
咬」が、

8020達成者の中には見受けられなかったという結果
が得られたのです。
　ちなみに、反対咬合とは、上の前歯よりも下の前歯
が前方に位置する噛み合わせであり、開咬とはカチン
と噛んでも奥歯しか噛み合わさらない噛み合わせのこ
とを指します。どちらも前歯が噛み合わないタイプの
不正咬合です。つまり、反対咬合や開咬といった“前
歯が噛み合わない”噛み合わせだと、8020の達成率
が低くなる、逆に言えば奥歯だけに咬

か
む力を負担させ

るのではない、前歯もしっ
かり噛み合う噛み合わせこ
そが、全ての歯の“持ち”
をよくさせる要因でもある
ということを、この研究結
果は示

し さ
唆しているのです。

　さらに8020達成者の下あ
ごの骨は、20代のそれと比
較して遜

そんしょく
色ない厚みのある骨

であったことも、同研究から
分かっています。歯があるた
めに歯の存在により厚みのあ
るあごが保たれ、厚みのあるあごが歯を守るという相
互関係が成り立っているのです。8020達成者が若々
しく見えるのはその骨格にあるとも言えるでしょう。
　一方で当然ではありますが、よく知られた不正咬合
である並びの凸

でこぼこ
凹（叢

そうせい
生）が8020達成には影響を及

ぼさない不正咬合かというと、決してそうではありま
せん。歯同士の重なりが大きい部分は歯磨きがとても
しにくくなります。歯磨きがしにくくなればその部分
のむし歯や歯周病のリスクは高まりますから、叢生も
やはり8020達成に影響を与える不正咬合の一つと言
えるでしょう。

8020をもっと身近なものにするには？

　反対咬合や開咬も、成人してから初めて発症すると
いうことは特別な場合を除きありません。成人で反対
咬合や開咬の方は、小学生のころから既に反対咬合や
開咬である場合がほとんどです。
　叢生も成人以降でその程度が増すことはあっても、
歯の重なりが経年的になくなることはごくまれです。
やはり小学生の頃からある歯列の凸凹はずっと残るの
です。これら不正咬合は8020達成をはばかる因子で
す。逆に、不正咬合の改善は8020達成をより身近な
ところへ引き寄せる方法の一つでもあると言えるで
しょう。そして、その因子は小学生の頃からすでに存
在しています。ですから、80歳で20本の歯を残そう
と思うと、ご本人のその試みは、歯並び・噛み合わせ
という見地からも小学生の頃からすでに始まっている
と言っても過言ではないのです。
　歯並び・噛み合わせを良くして、生涯自分の歯で食
べる楽しみを味わいましょう！

平成30年度 歯と口の健康週間標語 のばそうよ 健康寿命 歯みがきで

© ©
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特集 4

地域の活性化などに取り組む団体を募集
パートナーシップ事業補助金 最大50万円

　地域の活性化や課題解決に向けた自主的な活
動に補助金を交付します。金額は最大50万円
です。市民協働によるまちづくり推進協議会で
審査し補助する事業を決定します。

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

申請は随時
　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
●みんなで話そう！女性にやさしい避難所ライフ
●親子のキラキラタイム
●おやこでたのしいじかん
●偕楽園不動の滝ライトアップイベント
●エコマルシェ
●市内の小学生および中学生と裾野市出身のアスリー

トとの交流会

市民恊働室
992-6900

みんなで話そう！女性にやさしい避難所ライフ

エコマルシェ
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特集 5

危機管理課
995-1817

　梅雨の長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。災害から身を守るためには、いつどこで災害が起きても対応
できるように、防災に対する意識を高めていくことが大切です。

土砂災害とは

　崖崩れや地滑り、土石流などの土砂災害は、すさま
じい破壊力をもつ土砂が、一瞬にして多くの人命や住
宅などの財産を奪ってしまう恐ろしい災害です。台風
や大雨などの多い傾斜が急な山がある地域では、その
地形的・気象的な条件によって、土砂災害が発生しや
すい環境となります。
　土砂災害が発生する前には、崖に亀裂ができたり、
地鳴りがしたりするなど、さまざまな前兆現象が現れ
ることがあります。前兆現象に気づいたら、周囲の人
にも伝え、すぐに避難することが大切です。

自宅周辺に
「土砂災害危険箇所」があるか確認を！

　自分の住んでいる周辺がどんなところか確認するこ
とが重要です。土砂災害の恐れのある地区は「土砂災
害警戒区域（イエロー）」や「土砂災害特別警戒区域
（レッド）」に指定されています。自宅周辺に危険箇
所があるかどうかは「防災マップ」「土砂災害ハザー
ドマップ」で確認してください。また市公式ウェブサ
イトからも確認できます。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/kuras
hi/6/4/2793.html

 
　◀スマートフォンなどでの閲覧は
　　こちらから

雨が降り続いたら土砂災害警戒情報に注意
～早めの避難行動！！安全な場所で危険を回避～

　土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危
険が高まったときに発表される防災情報です。まも
メールや防災行政無線放送、テレビなどで確認できま
す。
　身の危険を感じたら、自らの判断で安全な場所に積
極的に避難しましょう。
　○区の避難場所に避難（集会所など）
　○市指定避難所に避難
　○近くの堅固な建物に避難
　○自宅の２階以上の崖から離れた部屋に避難

～市内の地形の特徴は～

　市内は山に囲まれ急勾配な川が流れています。
避難を効率的に行うため、日ごろから自分の生活
する場所がどのような地形か確認しておきましょ
う。
●山地に囲まれている
　富士山麓、愛鷹山麓、箱根山麓に面し、標高

78.5ｍから2,169ｍまでの広範囲にわたる地形
●川の流れが急勾配である
【黄瀬川】岩上橋（深良）から富二平橋（二ツ屋）まで
　　　　　距離▶約7.3ｋｍ、高低差▶約170ｍ
【佐野川】田向橋(須山)から千福橋(千福)まで
　　　　　距離▶約12.2ｋｍ、高低差▶約420ｍ
【大場川】市ノ瀬配水場下から中野橋（伊豆島田）まで
　　　　　距離▶約6.5ｋｍ、高低差▶約200ｍ

大場川

佐野川

黄瀬川
富士山

愛鷹山

土砂災害警戒区域（イエロー）

土砂災害特別警戒区域（レッド）

箱根山

崖崩れ・土石流の

土砂が到達する可

能性がある区域

到達した土砂で家屋が倒

壊する可能性がある区域

大場川

佐野川

黄瀬川
富士山

愛鷹山

土砂災害警戒区域（イエロー）

土砂災害特別警戒区域（レッド）

箱根山

崖崩れ・土石流の

土砂が到達する可

能性がある区域

到達した土砂で家屋が倒

壊する可能性がある区域
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／小柄沢公園

川辺の涼風に揺れる紫のシャワー

マスコットに交通事故防止の願いをこめて ４月４日歌で新入園児童を歓迎 ４月３日

市役所東側にある小柄沢公園の藤棚が 4 月末から見頃を迎えま
した。藤棚の下にはベンチが置かれてあり、連休には家族連れやカッ
プルが紫色のシャワーを浴びながらお弁当を広げたり、さわやかな
風を感じながら語り合ったりしていました。

交通安全協会裾野分会から交通安全マスコット約 500 個が小学
新 1 年生に寄贈されました。毎年、女性部の皆さんが交通安全の
願いをこめ、手作りしています。今年はすそのんをかたどったデザ
インで、「右・左・よくみてわたろう」の言葉が添えられています。

市立保育園で入園式が行われました。西保育園では、先輩児童の
皆さんが「チューリップ」などを歌って迎えました。新入園児童は
お父さんやお母さんと一緒に園長先生の話しをしっかり聞き、先生
たちの「たくさん遊ぼうね」という言葉に笑顔になっていました。

Photograph ４月
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Photograph 2018.4

新入学おめでとうキャンペーン ４月５日

　春の全国交通安全運動の一環として、新入学児童に向けた交通安
全キャンペーンが市内小学校入学式に合わせ、今年は富岡第一小学
校で行われました。新１年生たちへ「車に気をつけてね」などと交
通安全を呼びかけ、啓発グッズをプレゼントしました。

富士山型のかわいいようかん ４月13日

古民家でJazzNight ４月14日 先人の偉業を地域で発信 ４月20日

　富士山資料館のイベントなどに役立ててほしいと、明治食品工業
㈱から「富士山羊かん」が300袋寄贈されました。保存が利くよう
かんは非常食としても活用できると話しました。ようかんは５月
13日㈰の富士山資料館開館40周年記念日に来館者へ配られました。

　市内の若手経営者など６人が一般社団法人南富士山シティを立ち
上げ、立ち上げ記念イベント「ふじやまJazzNight」が旧植松家住
宅で行われました。しっとりとしたジャズの音楽に包まれ、参加者
はグラスを傾けながら大人の時間を楽しみました。

　通水した日を記念し、第５回深良用水まつりが深良小学校グラウ
ンドを会場に行われました。通水時のいでたちでの仮装行列や早乙
女たちによるお田植え初め、ステージイベントなどで、世界かんが
い施設遺産「深良用水」を全国へ発信しました。

色とりどりの風船が青空へ ４月８日

　長泉町との住民交流イベント「サクラサクまつり」が、南部公園
ほか４会場開催されました。来場者はフードコートやステージイベ
ントを楽しみました。イベント終盤ではフラワーバルーンリリース
が行われ、たくさんの風船が青空へ吸い込まれていきました。

すそのんがとち介の誕生祭でPR ４月14日

　ゆるキャラユニット〝つぶらな瞳OST〟のメンバー〝とち介〟
の誕生祭「きゃわふぇすin栃木市」に、すそのんが出席しました。
ステージで多勢の家族連れ来場者を前に、富士山麓に広がる裾野の
観光スポットや魅力を紹介しました。
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相談件数は40件増加 ～架空請求相談が急増～

　昨年度の消費生活相談件数は、架空請求に関する相
談の大幅な増加で475件でした。
　最も多かった相談は、はがきやメールで身に覚えの
ない代金を請求されたという架空請求の相談でした。
消費料金などの未納があると書かれているはがきが、
公的機関のような名前で送られてきたという商品一般
の相談が124件、心あたりのないインターネット通販
会社やアダルトサイトから動画や利用料の支払いを求
められたという放送コンテンツの相談が63件ありま
した。その他には、健康食品、光回線の変更、多重債
務、LPガスの勧誘などいろいろな相談が寄せられま
した。

通信トラブル多発！
～「お試し」のつもりが解約できず～

　購入形態別にみると、通信販売が219件ととび抜け
て多くなっています。スマートフォンやタブレット端
末が身近になり、インターネットで趣味や、ショッピ
ングを楽しむという人が増加しているということがあ
ります。ネットで１回だけの「お試し購入」を申し込
んだつもりが定期購入だったとか、ネットオークショ
ンで商品を落札したが思っていたのと違ったが返品で
きない、サイトで購入し代金を払ったのに商品が届か
ないなどのトラブルが目立ちます。通信販売はクーリ
ング・オフ（無条件解約）がありません。契約条件な
どを慎重に確認してから契約してください。

60歳以上の相談が全体の60％

　年齢別をみると60歳代が138人、70歳以上が145
人で60歳以上の相談が全体の60％を占めています。
　架空請求の相談以外に、高齢者世代では、安くなる
と言われ光回線を変更したが安くならない、健康食品
が送り付けられた、布団の購入をきっかけに次々に勧
誘してくるなどの相談が多く寄せられました。契約し
たけれど解約したいという相談が298件ありますので、
セールストークにまどわされず冷静に判断してくださ
い。

トラブルにあわないために！！

　皆さんの周囲には、たくさんの情報があふれていま
す。消費者トラブルに巻き込まれないためには情報に
振り回されず、正しく判断する力が必要になります。
消費者トラブルにあわないために悪質商法の手口や契
約などに関する知識を身につけましょう。迷った時に
は、一人で判断しないで家族や
友人、消費生活センターなどに
相談してください。

平成29年度 販売購入形態別相談件数

0 50 100 150 200 250

店舗販売
通信販売
訪問販売
電話勧誘
訪問購入
マルチ関係

ネガティブオプション
無店舗・その他
不明・無関係

85

219
51

28

85

3

2
1

1

平成29年度 契約当事者の年齢別件数

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

不明・その他

9

18

28

36

43

58

138

145

　消費者の心理を巧みについた悪質商法やネットでのトラブルが次々と
おきています。どんなに用心していても日々の生活の中で、消費者トラ
ブルに巻き込まれる恐れがあります。消費者トラブルから身を守るため
に、不審なときはすぐに消費生活センターに相談して下さい。

消費生活センター
995-1854
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「自分だけは大丈夫」と思っていませんか
悪質商法はあなたを狙っています！！



防護柵の補助

　市では、有害獣から農作物を自己防衛する農家を支
援するため、防護柵を設置した場合、予算の範囲内で
補助金を交付しています。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～
　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。

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。人間がエサを放置す
ると、動物を集落に引き寄せ、被害を激化させる原因
となります。そのため、収穫しないと決めた野菜など
は、埋めるかコンポストを活用し、すぐに処分しま
しょう。
　また、耕作放棄地は草木が生い茂り、野生動物に
とって格好の隠れ家となっています。集落に野生動物
を近づけないためにも、地域ぐるみで声を掛け合い、
耕作放棄地を作らないようにすることが大切です。

人里に慣れさせないことが大切

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

め、すぐに追い払いましょう。
②野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

　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。

農林振興課
995-1823

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30V以上の電源から電気を供給しているときは、電流を弱める電源装置や漏電遮

断器を設置しているか
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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、
水の大切さを考え直してみましょう。 上下水道経営課 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。

水道料金お客様センター
995-1831

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）の業務は１階の上
下水道工務課、経営管理部門は２階の上下水道
経営課です。

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/kuras
hi/7/6/2525.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／御宿北部配水場
販売数量／223箱
販売価格／１本100円、１箱2,400円（24本入り）
販売場所／水道庁舎、富士山資料館、鈴木図書館（自

動販売機）、市役所（自動販売機）　※箱売りは水
道庁舎のみです。
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インフォメーション

Information
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　

裾野駅西土地区画整理事業
計画の変更（案）の縦覧

　裾野駅西土地区画整理事業計画
の変更（案）の縦覧を行います。
事業の利害関係者は、意見書を提
出することもできます。

６月１日㈮～14日㈭
　８時30分～17時15分

区画整理課（駅西整備事務所）
区画整理課　994-1274

市認知症初期集中
支援チームを設置

　専門職がチームとなって、認知
症サポート医の協力を得ながら認
知症の方への早期対応に向けて、
相談を受けたりサポートしたりし
ます。

自宅で生活している40歳以上
の認知症が疑われる方で、次の
いずれかに該当する方

　●認知症の診断を受けていない方
または治療を中断している方

　●医療サービスや介護保険サー
ビスを利用していない方

　●何らかのサービスは受けてい
るが、認知症の症状が強く、対
応に困っている方
対象以外の方の認知症の相談も
受けています。
介護保険課　995-1821
　西・東地区：地域包括支援セン
ター　995-1288
　深良・富岡・須山地区：北部地
域包括支援センター　930-5800

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
が行われます。応援にお越しくだ
さい。
●2018プレナスチャレンジリー
グ
時之栖スポーツセンター裾野グ
ラウンド天然芝

とき 対戦相手
６月３日㈰
14時

NGUラブリッジ
名古屋

６月17日㈰
11時

セレッソ大阪堺
ガールズ

運動公園陸上競技場

とき 対戦相手
７月１日㈰
11時

コノミヤ・スペラ
ンツァ大阪高槻

７月15日㈰
11時

吉備国際大学
Charme岡山高梁

●U-15プレナスなでしこアカデ
ミーカップ2018
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

伊賀フットボール
クラブくノー

９月17日㈪
10時

アルビレックス新
潟レディース
U-15

※時間はキックオフの時間です。
JFAアカデミー福島
　965-0155

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。

６月16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

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

「がん情報ギフト」展示

　「届けるを贈る 届けるを支え
る『がん情報ギフト』プロジェク
ト」で提供されたがんに関する冊
子のセットを展示します。

５月16日㈬～６月20日㈬
鈴木図書館１階展示コーナー
展示する冊子は、科学的根拠に
基づく確かな情報です。図書館
で信頼できるがん情報を得られ
るように展示します。
鈴木図書館　992-2342
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インフォメーション

Information

外国人相談

毎週水曜日　９時～12時
　※祝日、年末年始を除く

市役所１階市民相談室
スペイン語やポルトガル語で、
日本での生活に関する相談など
を受け付けています。
シビックプライド推進室
　995-1803

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１日㈮ 生涯学習セ
ンター

須山 ６月５日㈫ 須山コミセン
東 ６月６日㈬

生涯学習セ
ンター西 ６月13日㈬

富岡 ６月14日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

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 内容

６月６日㈬
県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

６月20日㈬
富士市健康福祉セ
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

無線放送戸別受信機の貸し出し

　市では、無線放送で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
外へ転出する方、市内で転居する方は、戦略広
報課で手続きをしてください。 

■故障かなと思ったら確認を

●電源を入れ直す▶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
届きにくい場合があります。他の電化製品（テ
レビ、LED電球、無線LANなど）の電波の影
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、
電池は入れないでください。

●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、電波が届きにくくな
り、雑音が多くなったり、音声が途切れ受信で
きなくなったりする場合があります。

●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、電化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

電源 / 受信
ランプ

◀スイッチ
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お知らせ

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３日㈰
　９時30分～12時30分

市民文化センター多目的ホール
生涯学習課　994-0145

伊豆中央高校吹奏楽部
定期演奏会

５月27日㈰　14時～
　※開場▶13時20分

三島市民文化会館大ホール
指揮／藤田光介さん
曲目／アルセナール他

前売り券300円、当日券500円
伊豆中央高校　949-4771

受動喫煙の害を防ぎましょう

　５月31日は世界禁煙デー、５
月31日から６月６日までは禁煙
週間です。
　喫煙は、歯周病や心筋梗塞、が
んのリスクを高めます。また、た
ばこの煙を自分の意志とは関係な
く吸い込んでしまうことを「受動
喫煙」といいます。受動喫煙は、
空気清浄器やマスクで防ぐことが
できません。ベランダで喫煙して
も、室内に煙が入り込みます。電
子たばこも煙は目に見えにくいで
すが、害は同じです。
　自分や周りの方の健康を守るた
め、喫煙を控えたり、喫煙機会や
場所を考え、周りの方に配慮しま
しょう。禁煙を考えている方は、
一人で悩まず。医療機関に相談し
ましょう。
健康推進課　992-5711

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28日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
６月14日㈭
国保年金課　995-1813

電波のルールを守りましょう

　電波の利用にはルールがありま
す。原則、免許が必要です。無線
機器を使用するときは、必ず「技
適マーク」が付いているか確認し
てください。外国規格の無線機器
は、防災行政用無線やテレビ放送
などに妨害を与える恐れがあり、
国内では使用できません。
総務省東海総合通信局
　不法無線局の相談：052-971-
9107
　テレビなどの受信障害の相談：
052-971-9648

依存相談

　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

とき ところ

６月６日㈬
東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津
市高島本町）

６月７日㈭・
14日㈭・25日
㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

時間はいずれも13時～16時
相談日の前日
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

ひきこもり家族教室
（基礎講座）

　ひきこもりについて、家族に学
習の機会と話し合いや情報交換が
できる場を提供し、家族が問題解
決の方法を見出すきっかけにしま
す。

とき 内容

７月24日㈫

ひきこもりの基礎
知 識 、 グ ル ー プ
ワーク
講師：精神保健福
祉センター職員

８月28日㈫

具体的な家族の対
応、グループワー
ク
講師：NPO法人
職員

９月25日㈫
支援窓口について、
グループワーク
講師：就労支援機
関職員

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
以上の方がいる家族で、初めて
この教室に参加する方　※過去
に統合失調症などの治療が有効
な精神疾患を診断された方を除
く
事前に保健師や精神保健福祉士
が家族と個別面談を行います。
面談の日時は申し込み時に決定
します。
県東部健康福祉センター

　福祉課　920-2087
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富士山すその阿波おどり大会
実行委員

　９月１日㈯にすその駅前商店街
などで開催される、富士山すその
阿波おどり大会を盛り上げる実行
委員を募集します。

実行委員会へ電話またはメール
でご連絡ください。
７月31日㈫
富士山すその阿波おどり
　大会実行委員会（木村）
　090-1476-5659
fuji_susono_awa@yahoo.
co.jp

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

５月23日㈬
三島市保健センター（三島市南
二日町）
対応者／委嘱を受けた非常勤の精

神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など
県東部健康福祉センター

　福祉課　920-2087

JAなんすん「なるほど農業塾」
農業基礎講習会の受講者

とき 内容

６月20日㈬ 病害虫対策と管
理作業

８月22日㈬ 秋冬野菜の播種
と定植後の管理

９月19日㈬ 病害虫対策と管
理社業

11月21日㈬ 農産物の流通と
販売

時間はいずれも９時30分～
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
新規就農者、定年帰農者、これ
から農業を始めたい方など
JAなんすん各店舗で所定の申
込書に記入し、提出してくださ
い。
駐車場を利用する場合の駐車料
金は、自己負担です。
JAなんすん営農生活部
　営農支援課　933-7008

富士山の写真を自慢
「投稿フォトギャラリー」

　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。
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、裾野市の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

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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お知らせ

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習

　12月の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。

５月20日㈰９時～11時、６月
９日㈯・７月14日㈯・８月12
日㈰17時～19時
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の方
裾野市チームのコーチが陸上競
技（中・長距離）を指導します。
９月以降も開催します。
生涯学習課　992-6900

駿東地域職業訓練センター
７月講座

●特別教育・安全衛生教育▶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（５t未満）●パソ
コンコース▶パソコン入門、ワー
ド基礎・活用、エクセル基礎・活
用、パワーポイント基礎、アクセ
ス基礎、夜間パソコン入門、夜間
ワード・活用、夜間エクセル基
礎・活用、夜間パソコン財務会計
（奉行i10使用）●カルチャー

コース▶アロマ教室、手作り木綿
ぞうり教室、フラワーアレンジメ
ント、絵画教室、書道教室
駿東地域職業訓練センター　
0550-87-3322

福祉サービス第三者評価調査者
養成研修受講者

８月20日㈪～９月28日㈮のう
ち６日間

県総合社会福祉会館（静岡市葵
区駿府町）ほか
●組織運営管理業務３年以上の
経験者●福祉、医療、保健分野
の有資格者または学識経験者で
当該業務の３年以上の経験者
３万円
６月29日㈮
県福祉指導課

　054-221-2325

６月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

３日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

９日㈯ 工管設
☎993-1603

10日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

16日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

17日㈰ 杉山産業
☎992-1131

23日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

24日㈰ 山崎設備
☎997-6766

30日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

データバンク
５月１日現在

３日㈰ わたしの主張裾野市大会
10日㈰ 健康と歯のフェスティバル

11日㈪～
28㈭ 市議会６月定例会

26日㈫ 富士山資料館入館料無料

６月　カレンダー

人　口　52,389人	 （＋57人）
　男　　26,615人	 （＋41人）
　女　　25,774人	 （＋16人）
世　帯　21,767世帯（＋77世帯）
内、外国人	 811人	469世帯

６月　税金・料金
納付期限：７月２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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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月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈮ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

3 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

4 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

5 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 香貫医院 931-2465 本郷町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

6 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 白石医院 951-4593 市道町 田中医院 921-2053 高島町

7 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

8 ㈮ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

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 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

10 ㈰

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 守重医院 931-2511 我入道

江川

本村クリニック 969-0001 大塚 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

新井内科
クリニック 992-0811 久根 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

11 ㈪ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

12 ㈫ 柿田川医院 973-3601 柿田 青木整形外科医院 922-0521 高島町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

６月前期

13 ㈬ 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

14 ㈭ 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

15 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

3 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

岩端医院
962-1368 大手町

しぶやデンタルクリニック
995-4618 平松

10 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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佐々木　奏
か な と
斗くん

（２歳４カ月・中丸中） 神谷　ゆいちゃん
（２歳９カ月・今里上）

石塚　紗
さ ら
良ちゃん

（２歳６カ月・トヨタ）

勝間田　啓
けいしょう
翔くん

（２歳５カ月・千福が丘）

三上　睦
あ つ と
人くん

（２歳５カ月・矢崎）

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

●友達以上探偵未満
著：麻耶雄嵩　KADOKAWA

●風は西から
著：村山由佳　幻冬舎

●ふたりみち
著：山本幸久　KADOKAWA

●凶犬の眼
著：柚月裕子　KADOKAWA

●乗客ナンバー 23の消失
著：セバスチャン・フィツェック　訳：酒寄進一　文藝春秋

●世界一おもしろい国旗の本
絵・文：ロバート・G. フレッソン　訳：小林玲子　河出書房新社

●さとやまさん
写真：今森光彦　文：工藤直子　アリス館

●たぬきの花よめ道中
絵：町田尚子　作：最上一平　岩崎書店

●じてんしゃがしゃがしゃ
絵：山本久美子　文：かさいまり　絵本塾出版

●そらからぼふ～ん
作：高畠那生　くもん出版

一般書

児童書

６月の休館日

●６月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 ９日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

親子おはなしの会
 19日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 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

親子ふれあいデー
 ６日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 14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

４日㈪・11日㈪・18日㈪
21日㈭～29日㈮

新刊おすすめ本

●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21日㈭～29日㈮
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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 市職員採用試験
p05 富士山南東消防組合職員を募集します
p06 新火葬施設整備基本計画を策定しました
p08 特定健診　今年の実施期間は６/11㈪～10/31㈬
p09 減塩から始まる健康生活
p10 平成29年度ごみ処理実績
p11 地域の身近なスポーツ指導者
p12 市営墓地　47区画の墓所使用者を募集

５月６日
第15回県一般男子ソフトボール大会
総合グラウンド他



その思いが 裾野を変える
～「すその」があなたを求めている～

市長からのメッセージ

　裾野市は、麗峰富士の南東麓に位置する自然いっぱいの、都会ぐらしとは異なる豊かさ・価値観を発信しうる
“特別な田舎”です。今、シビックプライド（まちへの愛着・誇り）の向上をスローガンに、市民の皆さんと共に、
さらなるまちの魅力のアップに取り組んでいます。市民の輪の中に飛び込んで、まちを明るく・楽しくしちゃおう
という若者を求めています。
　都会にはない、暮らしやすさ・豊かさ・価値観を提供できる「特別な田舎」づくりに、あなたと共に取り組むこ
とを楽しみにしています。
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その思いが 裾野を変える
～「すその」があなたを求めている～

特 集 １

市職員採用試験

〜あなたと“出来る理由”を考えたい〜
　平成31年度採用の市職員を募集します。採用試験は、夏期試験と秋期試験の２回に分けて行います。職種、学
歴区分によって夏期試験、秋期試験の実施の有無が異なりますので、ご注意ください。

平成31年４月採用の市職員採用試験の概要	 人事課	 995-1806
区分 夏期試験 秋期試験

募集職種【定員】
一般事務 【４人程度】
土木技師、建築技師 【若干名】保健師、幼稚園教諭・保育士 

一般事務、土木技師、建築技師、
保健師【若干名】

申込書配布・受付期間
（募集期間）

６月１日㈮～６月29日㈮［必着］
８時30分～17時　※㈯㈰を除く

８月１日㈬～８月24日㈮［必着］
８時30分～17時　※㈯㈰を除く

１次試験 ７月22日(日)　 市役所 ９月16日㈰　 市役所

　子育て施策の統括をしていますが、私自身も３人
の子育てをしている最中です。市民の皆さんのため
に仕事をするには、自分・家族といった土台がしっ
かりしていなければなりません。仕事とプライベー
トをうまく両立できる職場です。

　仕事が早く終わった日や休日は、地域のバレー
ボールなどに参加しています。地域とのつながりの
大切さや楽しさを実感しています。市職員となって
から、裾野市のことがますます好きになりました。
毎日を笑顔で過ごすことができる職場で、一緒に働
けるのを楽しみにしています。

　橋の維持、修繕に取り組んでいます。橋も人も健
康が第一。市民の安全・安心のため、全力で取り組
んでいます。また職場では、ワーク・ライフ・バラ
ンスのための積極的な休暇取得が勧められています。
NPOや地域での活動、PTA会長など、オフも充実
した生活を送っています。

石井　敦（入庁32年目）
健康福祉部　子育て支援監

荻野　詩織（入庁６年目）
教育部　学校教育課

今野　功一（入庁17年目）
建設部　建設管理課　道路保全対策室
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特 集 １

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63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31年３月卒業見込みの方 ○ ×

短大卒
程　度

平成３年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（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
31年３月卒業見込みの方

○ ×

高校卒
程　度

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した方または平成31年３月卒業見込みの方 × ○

土木技師

大学卒
程　度

昭和59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31年
３月卒業見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和59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31年３月卒業見込みの方

○ ○

高校卒
程　度

昭和59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
31年３月卒業見込みの方

× ○

建築技師

大学卒
程　度

昭和59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31年
３月卒業見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和59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31年３月卒業見込みの方

○ ○

高校卒
程　度

昭和59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
31年３月卒業見込みの方

× ○

保健師

大学卒
程　度

昭和59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）を卒業した方方または平成31年３月卒業見込みの方で、
保健師の免許を有する方または平成31年３月末日までに取得見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和59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
31年３月卒業見込みの方で、保健師の免許を有する方または平成31年３月
末日までに取得見込みの方

○ ○

幼稚園
教諭・
保育士

大学卒
程　度

昭和63年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（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31年３月卒業見込みの方
で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する方または平成31年３月末
日までに取得見込みの方

○ ×

短大卒
程　度

昭和63年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した方または平成
31年３月卒業見込みの方で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する
方または平成31年３月末日までに取得見込みの方

○ ×
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特集２

　　　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。

　富士山南東消防組合職員を募集します

職員採用試験
採用予定人数／５人程度
試験区分・受験資格／●大学卒▶︎平成４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６年
４月２日以降に生まれた方で短期大学卒業以上高校
卒▶︎平成８年４月２日以降に生まれた方で高校卒業
以上 ※それぞれ平成31年３月卒業見込みを含む

その他／詳しい内容は試験案内をご確認ください。試
験案内は7月中旬から配布予定です。

 富士山南東消防本部総務課	 972-5801
 〒411-0837
 　三島市南田町4-40（三島消防庁舎２階）

６月３日㈰〜９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30年度危険物安全週間推進標語
「この一球 届け無事故へ みんなの願い」

住宅用火災警報器の取り付けを支援

　富士山南東消防本部では、住宅用火災警報器の取
り付け支援を行っています。住宅用火災警報器を購
入したものの、自分で取り付けることが困難な高齢
者世帯などを対象に消防職員が自宅に訪問し、取り
付けの支援を行います。

支援内容／住宅用火災警報器の取り付けを消防職員
が行います。

対象世帯／住宅用火災警報器の取り付けを行うこと
が困難な高齢者や障がい者世帯のうち、取り付け
支援を希望する世帯となります。

　①65歳以上の方のみで構成されている世帯
　②身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯
　※上記以外の世帯でも取り付けが支援できる場合

もあります。
取り付け時間／平日８時30分～17時15分
申込方法／消防署に申請書を提出するか、電話でお

申し込みください。なお、代理の方が申請するこ
ともできます。

その他／取り付ける住宅用火災警報器は、自身で用
意してください。
富士山南東消防本部予防課 972-5802
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特集 3

裾野市長泉町衛生施設組合
新火葬施設整備基本計画を策定しました

　裾野市長泉町衛生施設組合では、新火葬施設
の整備を進めています。これから実施する設計
や工事、運営などの指針とする基本計画を策定
しました。

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
配置図　※今後変更される場合があります。

整備場所／今里343-1（現斎場敷地）他
敷地面積／約17,200㎡（平成29年７月25日都市計画

決定済み）
規模・構造／約2,600㎡、地上２階建（会葬者利用は

１階のみ）、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
概算工事費／約16億2,000万円（建築・設備工事、火

葬炉設備工事、造成・外構工事など）
※その他事業費として、省エネ設備費、非常用設備費、

家具備品費などを見込んでいます。

火葬炉数／暫定４炉　※将来、１炉増設予定。なお、
予備炉は火葬炉メンテナンス工期の短縮や性能向上
などで設置しません。

使用燃料／都市ガス、ＬＰガス　※災害対応の予備燃
料確保を考慮し、異なる燃料の二重化を採用します。

駐車場／普通車用駐車場80台（ゆずりあい駐車場を
含む）、中型バス用駐車場５台

新火葬施設

N

市
道
1-15号

線

市
道
4038号

線

新東名高速道路

↑

↑ 普通車用
駐車場

ゆずりあい
駐車場

IN

↑
IN

OUT

中型バス用
駐車場

長い車寄せ
（大屋根）

富士山が
見える位置に
建物を計画

高速道路を隠す
修景樹林や登り庭

鉄塔

　施設概要　〜火葬炉数は暫定４炉〜

※今後変更される
　場合があります。
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特集 3

生活環境課
995-1816

　施設構成　〜プライバシーに配慮し 2ゾーン化を採用〜

　火葬炉の運転スケジュール　〜１日最大８件の火葬に対応〜

　事業スケジュール　※今後変更される場合があります

　施設の全体構成は、遺族や会葬者のプライバシーに
配慮するため、場内の左右「２ゾーン化」を採用しま
した。他の葬家の会葬者と動線が交錯しないようにし、
空調設備などの維持管理コストに配慮した施設配置と
しました。
告別室／プライバシーに配慮し静謐な空間。１室50

人程度が使用可能（左右各１室）
収骨室／故人の尊厳や会葬者への心情に配慮した空間。

１室50人程度が使用可能（左右各１室）
待合室／高齢者も利用しやすい洋室で、富士山を望み

会葬者の気持ちを和らげる空間。１室50人程度が
使用可能（４室以上）

多目的室／会議室としての利用や直葬(※)など最期の
お別れの場。１室20人程度が使用可能。宿泊を伴
う利用はできません。

霊安室／火葬を延期しなくてはならない場合や、自宅
などに棺の保管場所がない葬家のご遺体を安置保管
する場所

その他／キッズルームや授乳室、更衣室などを設置し
ます。

(※)直葬とは、通夜・告別式な
どの儀式は行わず、自宅また
は病院から直接火葬施設にご
遺体を運び火葬する方式

　葬家１組あたりの火葬時間を120分、火葬炉１炉あたりの運転回数を
１日に２回とし、暫定１日最大８件まで、将来増設後は最大10件まで
対応可能とします。

パブリックコメントで寄せられた意見（抜粋）
意見▶︎富士山の眺望、プライバシーやユニバーサルデ
ザインに配慮した施設整備を要望します。

対応▶︎室内から富士山が見える位置に建物を配置する
計画とします。また、プライバシーに配慮した動線
計画、利用者の負担とならないようユニバーサルデ
ザインを採用した施設の整備を図ります。

意見▶︎霊安室の設置を要望します。
対応▶︎自宅などに棺の保管場所がない場合や、今後増え

ていくと予想される直葬に対応するため設置します。

意見▶︎通夜・告別式などが行える施設を要望します。
対応▶︎平成27年度に策定した基本調査時から、維

持・管理コストなどを考慮して設置しない方針です
が、直葬には対応できる施設整備を考えています。

意見▶︎動物用火葬炉の設置を要望します。
対応▶︎設置費用やランニングコストも含めて十分に検

討しましたが、すでに近隣市には、ペット火葬・葬
儀を取り扱う民間事業者が複数存在していることな
どから、設置しないこととしました。

平成30年度 平成31年度 平成32年度(2020年) 平成33年度(2021年)
基本設計・実施設計

建設工事
運営開始

８時 ９時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時
左ゾーン
告別室
収骨室

１号炉

２号炉

右ゾーン
告別室
収骨室

３号炉

４号炉

５号炉
（増設炉）

１番目受付 ５番目受付

６番目受付 10番目受付

３番目受付

２番目受付

４番目受付 ９番目受付

７番目受付

８番目受付

（120分）

▲告別室イメージ
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特集４

特定健診　今年の実施期間は６/11㈪～10/31㈬
40歳以上の方、年に１回の健康チェックを！

国保年金課
995-1814

　特定健診は、生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪型肥満）を早期に発見し重症化を防ぐために、毎年
受けることが大切です。
　特定健診を積極的に受診し、バランスの取れた食生活や適度な
運動習慣を身に付け、生活習慣病の予防に努めましょう。

対象者に受診券を送付

　対象となる方には６月上旬ごろに、受診券が入った
うぐいす色（緑色）の封筒を市から郵送します。

●昭和54年３月31日以前に生まれた方で、４月１
日時点で当市で国民健康保険の適用を受けている方

　●後期高齢者医療被保険者　※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。

※次の方は対象になりません。
　・転出などで、受診日時点で当市で国民健康保険の

適用を受けていない方（転出先の市区町村にお問
い合わせください）

　・今年度、国保脳ドックを申し込んだ方
　・施設などに入所中の一部の方

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、実施医療機関で受診して
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
※沼津市、長泉町、清水町の医療機関でも受診できま

す。受診券に同封されている一覧表をご確認くださ
い。

通常１万円相当の健診が800円で

個人負担金／800円（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。）

※個人負担金の免除制度はありません。
※医療機関で同等の健診を自身で受診すると約１万円

相当がかかります。

健診項目・受診結果

　メタボリックシンドロームに着目し、次の項目を検
査します。検査には半日程度かかります。受診結果は
約１カ月後に送付されます。

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。

受診期間　6月11日㈪〜10月31日㈬　※例年、８月を過ぎると大変混み合いますので、早めに受診しましょう。
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健康推進課
992-5711

　過去の特定健康診査で、当市は県の平均に比べ高血圧の方が増加傾
向にあると結果が出ています。高血圧は、死亡や要介護の大きな原因
である脳卒中や心筋梗塞、腎不全の末期症状による透析を引き起こす
要因の１つです。血圧は、若い頃から徐々に上がってくため、若い頃
から食事に気をつけると効果的です。また、食塩の多い食品を食べる
方に胃がんが多いとの報告もあります。健康のために上手に減塩しま
しょう。

食塩摂取量の１日の目標量は７〜８グラム

　１日の食塩摂取の目標量は男性が８グラム未満、女
性が７グラム未満とされています。１食だと２～３グ
ラムが目安となります。高血圧治療の方は、１日６グ
ラム未満に抑えましょう。
　県の調査で、実際の１
日の食塩摂取量は、男性
が10.1グラム、女性が
8.6グラムと目標量を上
回る食塩を取っているこ
とが分かりました。

減塩のポイント

●かける前にまず味見！
　味をみずに調味料をかけていませんか。まず味を確
認し、本当にその味付けで足りないのか考える習慣を
つけましょう。よく噛んで味わうことでも、濃い味を
足さなくても良いことに気付けます。
●香辛料や酢、減塩調味料を上手に利用しよう！
　良い香りの料理は薄味でもおいしく食べられます。
ポン酢や減塩調味料だからといって、安心して使いす
ぎることがあるので注意しましょう。また、薄口しょ
う油、白しょう油は、色は薄くても減塩にはなりませ
ん。
●野菜、果物を上手に取り入れましょう！
　カリウムには、ナトリウムの排出を促して血圧を下
げる働きがあります。野菜や果物にはカリウムが多く
含まれています。新鮮な野菜をモリモリ、果物は適度
に食べましょう。

●お酒のおつまみには要注意！
　お酒のおつまみには味の濃いものが多いです。飲み
会があった日の食塩摂取量が、目標量の５倍の30～
40グラムになる方もいます。
●だしのうま味を感じてみよう！
　かつお節、昆布、シイタケなどの天然だしのおいし
い味を楽しみましょう。顆

かりゅう
粒だし、濃縮だしは食塩が

含まれていることが多いので、取り過ぎに注意しま
しょう。
●塩分が多く含まれる食品を知ろう！
　魚の干物や肉の加工品、漬物、つくだ煮などの加工
食品、調理済み食品には塩分が多く含まれています。
塩味をあまり感じない魚肉練り製品やパン、麺類にも
塩分は使われています。菓子類にも含まれています。
食品のパッケージの裏などにある栄養成分表示で、そ
の食品の食塩相当量が分かります。食塩チェックをし
てみましょう。
●外食・中食・加工食品の利用は要注意！
　外食や中食、インスタント食品やレトルト食品、コ
ンビニ弁当などの加工食品は、一般的に味が濃いです。
麺類などの汁は飲み干さずに残したり、バランスのよ
い和食定食などを選んだりして少しでも減塩を心掛け
ましょう。

「寄り道試食会」で減塩メニューを紹介
　減塩メニューや野菜摂取の工夫のためのメ
ニューの試食、レシピを配布します。

８月を除く毎月１回
※広報すその毎月１日号の健康コーナーをご覧く
　ださい。

9
2018.6.1

減塩から始まる健康生活
６月は食育月間、毎月19日は食育の日！

特集５



　昨年度のごみ排出量は前年度より631ｔ、4.0％の減少となりま
したが、資源化量も前年度より64ｔ減少しました。限りある資源
を有効に活用し、資源を循環させる社会を実現させるためには、ご
みの分別は欠かせません。ごみの削減と資源化率の向上のため、引
き続き分別収集へのご協力をお願いします。

生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

平成25年度

12,300

26年度 27年度 28年度 29年度

11,898 11,742 11,366 11,302

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

4,916 4,829 4,629 4,551 3,984

家庭ごみ
事業系ごみ

ごみの排出量の推移　　　　　　　　　（単位：t） 資源化量の推移　　　　　　　　　　　（単位：t）

平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
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家庭から出るごみは前年度比64トン減量

　
平成

28年度
（ｔ）

平成
29年度
（ｔ）

対
前年度量
（ｔ）

対前年度
比率

（%）
総排出量 15,917 15,286 -631 -4.0

家庭ごみ全量 11,366 11,302 -64 -0.6

（うち可燃ごみ） (9,876) (9,849) (-27) (-0.3)

事業系ごみ全量 4,551 3,984 -567 -12.5

（うち可燃ごみ） (4,539) (3,979) (-560) (-12.3)

　家庭ごみは前年度比64ｔ、
事業系ごみは567ｔの減量と
なりました。また、各区の資
源ステーションを積極的に利
用してください。

資源化量は前年度比 64トン減少

　
平成

28 年度
（ｔ）

平成
29 年度
（ｔ）

対
前年度量
（ｔ）

新聞紙 144 123 -21 
雑誌 98 90 -8 

ダンボール 56 49 -7 
牛乳パック 3 2 -1 

金属類 384 379 -5 
プラ製容器包装 304 292 -12 
ペットボトル 82 65 -17 

びん類 229 224 -5 
乾電池 11 10 -1 
衣類 44 56 12 

小型家電 7 7 0 
廃食油 4 5 1 

蛍光灯類 4 4 0 
総資源化量 1,370 1,306 -64

指定ごみ袋リニューアル、「すそのん」イラスト入りへ　
〜７月以降に販売予定。現行の指定袋も使用できます〜

　指定ごみ袋のデザインを変更します。新しいごみ袋には、市マスコットキャラクター
「すそのん」のイラストが入り、破れにくい材質に変わります。新指定ごみ袋は、７月か
ら各販売店舗に順次出回る予定です。なお、現行の指定ごみ袋も引き続き使用できます。
【変更点】
材質／●可燃用▶︎炭酸カルシウム入りポリエチレンから高密度ポリエチレン
　　　●不燃用▶︎炭酸カルシウム入りポリエチレンから低密度ポリエチレン
厚さ／●可燃用▶︎0.035mm→0.025mm　●不燃用▶︎0.040mm→0.030mm
デザイン／可燃用、不燃用、プラスチック製容器包装用▶︎「すそのん」のイラストを追加
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平成29年度ごみ処理実績
ごみの総排出量は前年度比631トン減量



　スポーツの推進のため、実技の指導や組織の育成に協力・助言している
のがスポーツ推進委員です。スポーツ推進委員は、年間９大会と各地区で
５教室を開催しています。皆さんの参加をお待ちしています。教室への参
加を希望する方は、生涯学習課へお申し込みください。

生涯学習課
992-6900

５月　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

６月　父親ソフトボール大会
７月　婦人バレーボール大会
８月　水泳大会

10月　市民ソフトボール大会
11月　壮年男女混合バレーバール大会
 １月　新成人者祝賀駅伝大会

※（　）内はスポーツ推進員歴渡邉 俊彦
（20年）

大庭 操
（８年）

みさお

河野 好伸
（２年）

こ う の

大塚 美洋子
（12年）

み　よ　こ

伊藤 光一
（22年）

関 雅祥
（１年）

まさよし

長束 幸惠
（14年）

八重樫 克浩
（２年）

や え が し

眞田 鈴代
（２年）

堀池 好代
（10年）

こ の よ

松山 茂子
（16年）

渡邉 信也
（新）

井草ますみ
（新）

い く さ

渡邊 園子
（20年）

根上 千鶴子
（12年）

石渡 智彦
（19年）

岩田 みずえ
（14年）

杉山 しのぶ
（16年）

平岩 健志
（４年）

加賀美 正之
（６年）

か　 が　 み

大庭 康嗣
（２年）

こ う じ

勝又 祥雄
（７年）

西地区
東地区

富岡地区

深良地区

須山地区
し ん や

主なスポーツ大
会
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　市営墓地は、深良中学校から１km上ったところにあり
ます。墓地からは美しい雄大な富士山を眺めることができ
ます。今回、既に整備が済んでいる47区画の墓所使用者
を募集します。申込受付は、７月３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47区画

３平方メートル（標準タイプ）／47区画（１号墓域
▶︎４区画、２号墓域▶︎３区画、３号墓域▶︎40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、または市内の事業所に勤務
している方で、市内に墳墓を持っていない方

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

方も申し込みできます。

申し込みは７/３㈫まで

申込方法／生活環境課または深良支所、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３日㈫まで　９時～17時
　※土・日曜日を除く
　※郵送の場合は当日消印有効

使用区画抽選会

とき／７月12日㈭　14時～
ところ／市役所地下会議室Ａ

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）

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【７/３㈫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【７/12㈭】
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市営墓地　47区画の墓所使用者を募集
申込受付は７/３㈫まで



インフォメーション

Information
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　

市指定給水装置工事
事業者の指定

　次の業者を新たに指定しました。
●國分設備

沼津市足高322-207
TEL 924-4416

上下水道工務課　995-1833

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。
戦略広報課　995-1802

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21日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和23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。
保険証、筆記用具など
国保年金課　995-1814

にこにこキャラバン
“北児童館の巻”

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

６月19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
民生委員児童委員協議会

　（土屋）　997-2031

　土砂などによる土地の埋立て
や盛土などについて、一定規模
以上で行う場合、「裾野市土砂
等による土地の埋立て等の規制
に関する条例」の許可が必要で
す。必要な規制を行うことで災
害の防止と環境の保全を図り、
市民の皆さんの安全で良好な生
活環境を確保することが目的で
す。
　また、この許可申請の前に
「裾野市土地利用事業に関する
指導要綱」に基づく申請手続き
も必要になります。まちづくり
課に申請してください。

次のいずれかに該当する事業
　●事業区域の面積が500平方

メートル以上の事業
　●事業区域の面積が500平方

メートル未満であって、次の
いずれかに該当する事業

　⑴当該事業区域と１団の土地
と認められる区域で、当該事
業に着手する日前３年以内に
事業が行われたか行われてい
る場合は、その面積の合計が
500平方メートル以上となる
事業

　⑵土砂などの量が500立方
メートル以上となる事業
他の法令の規定による許可、
認可などに基づき行う事業は
適用除外となる場合がありま
す。
まちづくり課

　995-1828

一定規模以上の土砂などによる
土地の埋立てには許可申請を
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インフォメーション

Information

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23日㈯　10時～16時
相談専用電話番号／931-6570

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

児童手当の支給

　６月８日㈮は児童手当の支給日
です。児童手当は、認定請求をし
た月の翌月分から支給事由の消滅
した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000円●３歳～小学生(第
１・２子)▶︎10,000円(第３子
以降)▶︎15,000円●中学生▶︎
10,000円●所得が制限額を超
えている方の児童▶︎5,000円

※４カ月分をまとめて支給します。
支給日／６月、10月、２月の10

日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振込
６月は児童手当の更新手続きの
月です。受給資格者の方には６
月上旬に現況届を送付します。
忘れずに手続きを行ってくださ
い。
子育て支援課　995-1841

市民の皆さんの活動をサポート！
市民活動センターをご利用ください

　市民活動センターは、地域課題の解決に取り組む市民の皆さん（市
民活動団体やボランティアなど）の活動相談や情報発信、活動機会の
提供などを行っています。市民活動団体同士や市民活動団体と企業・
行政などとのコーディネートも行っています。
開所日／第１・３月曜日、火曜日

～土曜日
　※祝日、盆、年末年始を除く
開所時間／９時～17時

生涯学習センター１階

活動相談
　随時、活動での困りごとや事業の進め方、ボランティアに関して
など、どんな内容でも対応します。専門性が高い相談の場合は、専
門相談員による相談も受け付けています。
専門相談員による相談日時／毎月第３火曜日　13時～16時（要予約）
　※平成31年１月は８日です。第３火曜日以外の日もできる限り

対応します。

情報提供
　メールマガジンで、市民活動に関する講演会やイベント、助成金、
サポーター募集、エキストラ募集などの情報を配信しています。ブ
ログやフェイスブックでは、市民活動の情報提供を手伝うことがで
きます。希望する方は情報を市民活動センターに提供してください。

●メールマガジンS-Mail（スマイル）の登録
　「sc-css@io.dataeast.jp」宛てに空メールを送
信するか、２次元コードを読み取り、返信内容・
画面表示に従って登録してください。
●ブログ、Facebookの閲覧
 　随時、情報を発信しています。２次元コードを読み取るか、イ
ンターネットブラウザで「裾野市市民活動センター」と検索してア
クセスしてください。

市民活動センター　950-8875

◀ブログ ◀Facebook
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お知らせ

裾野都市計画変更
（原案）の説明会

　市では、宅地を供給し定住を促
進するため、御宿（御宿新田区の
一部）の市街化区域への編入に向
け、都市計画の変更を予定してい
ます。これに係る下記の変更につ
いて、説明会を開催します。申し
込みは不要です。当日直接会場に
直接お越しください。

とき ところ
６月18日㈪
19：00～

市役所４階
401会議室

６月22日㈮
19：00～

富岡コミセン
大会議室

裾野都市計画区域区分の変更、
裾野都市計画用途地域の変更、
裾野都市計画地区計画の決定、
裾野都市計画土地区画整理事業
の決定
まちづくり課　995-1829

しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

６月16日㈯、８月18日㈯、９
月16日㈰　19時～

　※集合は17時40分
運動公園陸上競技場
市内に住んでいる小学生以上の
方や市内に通勤している方

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　992-6900

脳いきいき運動教室

７月～12月　月２回
　13時30分～15時30分
　●ゆったり運動コース
　富岡コミセン▶︎第１・３㈭　
　福祉センター佐野・あじさい

ホール▶︎第２・４㈭
　●しっかり運動コース
　生涯学習センター▶︎第１・３㈫
　東コミセン▼第１・３㈮

市内に住んでいる65歳以上の
方で、全12回を通して参加で
きる方
ゆったり運動コース▶︎20人

　しっかり運動コース▶︎25人
　※先着順

ストレッチ、筋力アップの体操、
脳トレ、体力測定、認知症予防
のための講話（理学療法士、歯
科、栄養について）など
汗拭きタオル、水や麦茶などの
飲み物、筆記用具、室内履き
６月11日㈪～

介護保険課　995-1821

　動作の改善が目的で、ダイエットや姿勢改善、競技力向上などが期待できるトレーニングマシンです。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

火曜日
10：30～12：00

７月10日
N4201

認知動作型トレーニング
マシン未経験者の方

19：00～20：30 N4202

木曜日
13：30～15：00

７月12日
N4203

19：00～20：30 N4204
金曜日 9：00～10：30 ７月20日 N4205

フォロー教室 火曜日 9：00～10：30 ７月10日 N4206 はじめて教室修了者の方

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

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　※初回に徴収
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。
６月30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。
市民体育館教室係　993-0303

　〒410-1113 稲荷24
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インフォメーション

消費生活講座

①６月23日㈯ ②６月30日㈯③
７月20日㈮ 13時30分～15時
30分　※①は13時20分～
生涯学習センター学習室１
40人（先着順）

内容・講師／①プラスティック製
品の行方は？・小島あずささん
（JEAN）②農薬･添加物･輸入
食品－最新情報を食卓に生かそ

う・森田満樹さん（消費生活コ
ンサルタント）③広告の裏側を
読み解く・日本広告審査機構講
師

消費生活センター　995-1854
　産業振興課　995-1857

スポーツ体験教室

　学区・年齢を超えた友達をつく
り、地域交流することを目的に、
スポーツ体験教室を開催します。
　申し込みは不要です。運動ので
きる服装で、当日直接会場へお越
しください。

６月23日㈯
　小学生の部▶︎14時～16時30分
　中学生の部▶︎18時～20時
　※受付は開始時間の30分前～

東小学校体育館
小・中学生とその保護者の方
各30人（先着順）　※保護者
は除く
バスケット、レクリエーション
活動
100円
体育館シューズ
すそのスポーツクラブ（服部）

　080-3073-8946

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

Q 「未納している消費料金について契約会社か
ら民事訴訟の訴状が提出された」と書かれた

はがきが送られてきた。すぐに連絡しないと裁判所
が差し押さえすると書かれているが、心当たりはな
い。どう対応すればよいのか。

Ａ 利用した覚えのない消費料金などを請求する
はがきに関する相談が、昨年度より多く寄せ

られています。官公庁の関係機関のような名称をか
たり、実際に利用のない代金を不特定多数の人に請
求し、お金をだましとろうとするものです。記載内
容が見えないようシールを貼り、信用性を増そうと
する手口もあります。利用した覚えがなければ払わ
ないでください。記載されている電話番号には絶対
に連絡しないでください。不審なときは、家族や消
費生活センターに相談してください。

クーリング・オフ制度ってなあに？
　訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契
約した場合に、一定の期間内であれば無条件で契約
を解約できる制度です。買った商品やどのような販
売方法で購入したかによって、クーリング・オフで
きる期間が異なります。
【クーリング・オフできる取引と期間】
訪問販売（アポイントメントセールスやキャッチ
セールスを含む）、電話勧誘販売、訪問購入、継続
的なサービス（例：エステ、語学教室、学習塾）など
▶︎契約書面を受け取った日から８日間
マルチ商法、内職商法など▶︎契約書面を受け取った
日から20日間
　クーリング・オフは販売業者に必ず書面で通知し
てください。詳しくは消費生活センターに相談して
ください。消費生活センター	 995-1854

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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

13日㈬
９:00～９:15

平成29年12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11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12月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00～13:30

平成27年５月
生まれの方

日（曜日） 時　間
	５日㈫※ 17:00 ～ 19:45
12日㈫※ 	 9:00 ～ 11:30
18日㈪　 17:00 ～ 19:45
27日㈬※ 	 9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2
内科 整形

3 4 5 6 7 8 9
整形 内科 内科 外科 内科 整形 内科
10 11 12 13 14 15 16
内科 整形 内科 外科 整形 内科 内科
17 18 19 20 21 22 23

整形・内科 整形 内科 外科 内科 整形 整形
24 25 26 27 28 29 30
外科 整形 内科 内科 内科 整形 内科
※17日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

６月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児
健康相談※

4・11・18・25日㈪
9:00～10:30

身体測定や育児など
の相談を希望する方

母子食事
健康相談

25日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

27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

20日㈬
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

26日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方
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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㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

17㈰

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 遠藤クリニック 975-8801 久米田

おおい神経内科 922-8886 北高島町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

杉山医院 992-0028 平松 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

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

19㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

20㈬ やぐちクリニック 973-3811 伏見 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

21㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

22㈮ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 西方外科医院 921-1333 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

24㈰

福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

東名裾野病院 997-0200 御宿 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

25㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

26㈫ 林医院 931-1120 住吉町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

27㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇

おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

６月後期

28㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

29㈮ 森医院 966-2017 石川 遠藤クリニック 975-8801 久米田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

30㈯ 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

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㈰ 三島中央病院
971-4133	 緑町

はとり眼科
987-6789		 中土狩

聖隷沼津病院
952-1000	 松下

Naoデンタルクリニック
980-6400	 下土狩

24㈰ 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

前川産婦人科クリニック
999-0300	 下長窪

さなだ歯科医院
997-2100	 御宿

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10日㈰の眼科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：矢田眼科▶変更後：桑名眼科（987-5575　 下土狩）
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富士山資料館993-9300 998-1325

NAVI

富士山と美女

　平安初期、度重なる富士山の噴火を鎮めるために
浅間大神が祭られ、周辺各地に浅間神社が建立され
ました。浅間大神は後に、絶世の美女である
木
このはなさくやひめ

花開耶姫と考えられました。平安時代の書『富士
山記』に、「山頂で２人の美女が舞っていた」とい
う話が出ています。これに似た話が、1813年の
『冨士峯神女覚書』に残されています。
　「1800年４月28日の七つ時頃、下和田村名主幾
右衛門の娘すぎと百姓儀助の娘らんが桑を取りに
行った際、一本杉という場所でふと富士山を見上げ
たところ、年の頃14・5歳と思われる女子１人を見
た。また百姓儀兵衛も同様に山上の女子を見た。村
人が娘２人に詳しいことを
聞いたところ、衣服・色な
どははっきりしないが、女
子はあちこち動いていたと
のことであった」と記され
ています。　

６月の休館日
４日㈪・18日㈪

　「選手から“ナイスレフリー”と声を掛けられた
り、サポーターから拍手を贈られたりすることが、
うれしいです」と話す勝又さん。市内に住んでいる
方で唯一、サッカーJリーグ担当審判員として活躍
しています。
　日本のサッカーの審判制度は“４級”から“１

級”までの４つの階級があります。１級の中でも
トップクラスの審判員はJリーグを担当します。１級
審判員の資格を所有する勝又さんは、昨年からJリー
グの副審担当になり、今年で２年目。これまでにJ
リーグの副審として68試合の審判経験があります。
その内、J1リーグの副審も19試合行っています。
「サポーターからの声援はうれしい反面、判定に対
する言葉は厳しいです。メンタル的に不安になるこ
ともありますが、負けないように自分のやるべきこ
とをしっかりやることを心掛けます」と語ります。
　平日は、会社員として働く勝又さんは、休日を利
用し審判員の活動をしています。「家族の理解があ
るからこそできる活動です。試合には、子どもたち
と一緒に行けませんが、テレビに映る父親を見て喜
んでくれます」と笑顔。「J1審判を100試合担当す
ると表彰されるので、家族と一緒にセレモニーに出
席したいです」と勝又さん。「審判員の活動しなが
ら、情報発信することでサッカーの楽しさを伝え、
この地域から一人でも多くのJリーグの審判員に登
録できるように若者の育成をしていきたいです」と
抱負を話します。今後の活躍を期待しています。

サッカーJリーグ担当審判員として活躍
勝又　弘樹さん（公文名2・38歳）

2018
年
 
N
o.1356

6
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日
号

大ホールひとりじめ
スタインウェイを弾こう

　反響板とコンサート照明が設置されている大ホー
ルの舞台で、ピアノの名器“スタインウェイ（Ｄ-
274）”や自分の楽器（アコースティックのみ）の
演奏ができます。

と　　き／６月22日㈮、７月20日㈮　９時～21時
※25分１区分で１日最大４区分まで申し込み可

料　　金／１区分　1,000円
申し込み／市民文化センターへお申し込みください。

※電話可

『冨士峯神女覚書』
（須山御師渡邉家文書）
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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

5 月 13 日　第 42 回富士裾野高原マラソン
運動公園陸上競技場
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子育て世代包括支援センターを設置
妊娠、出産から子育てまで切れ目のない支援を目指して

特集１

子育て中のお母さん・お父さんを支援

　市では、妊娠期から子育て期に渡り、切れ目のない
支援を行うため、市の関係機関が連携・協力して相
談・支援を行う、子育て世代包括支援センターを設置
しました。妊娠・出産・子育ての悩みの相談に応じ、
子育てを支援していきます。

子育て世代包括支援センターの役割

　●子育てに関するさまざまな相談に応じる窓口
です。

　●子どもの成長に合わせ、関係機関と連携しな
がら切れ目ない支援を行います。

　●子育て支援事業を把握し、必要なサポート体
制を考えていきます。

※相談先が分からないときは、健康推進課へ連絡してください。

健康推進課
992-5711

　安心して、妊娠・出産・子育てができる環境を整えるため、４月から子育て
世代包括支援センターを設置しました。妊娠期から出産、子育期までのさまざ
まな悩みは１人で悩まず、まずは相談してください。

～市では、７つの課が協力してセンターの機能を果たします～～市では、７つの課が協力し～市では、７つの課が協力し

家庭児童相談室・
児童手当・ファミリーサポート
子育て支援課 995-1841

ンターの機能を果たします～してセンターの機能を果たします～してセンしてセン

保育園・幼稚園・
特別支援教育

保育課 995-1822

障がいをもつ子どもの
相談・サービス利用の手続き
障がい福祉課 995-1820

生活の相談・DV相談

社会福祉課 995-1819

母子健康手帳交付・
健診・予防接種

健康推進課
子育て世代包括支援センター事務局

992-5711

小学校・中学校・ことばの教室

学校教育課 995-1838 社会38

子育てセミナー・青少年相談

生涯学習課 994-0145
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特集 2

木造住宅の耐震補強工事
補助金30万円上乗せは今年度で終了します

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
その他／耐震補強をPRする住宅に対し、補助額に30

万円上乗せしています。

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。

「耐震補強設計・工事」一体型の補助金制度へ

　来年度から木造住宅の耐震補強工事設計と耐震補強
工事の一体型の補助金制度に改正します。耐震補強設
計が、済んでいる方で、耐震補強工事を行っていない
方は、ぜひこの機会にご活用ください。

ブロック塀等耐震改修促進事業

　危険なブロック塀の撤去などを行う場合、費用の一
部を補助します。
対象／倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀で     

道路境界に面し、高さ60ｃｍ超えるもの

　今後予想される巨大地震から１人でも多くの生
命を守るため、市は県と一体となり住宅の耐震化
に向けた「プロジェクトTOUKAI-0」を進めてい
ます。建築物の倒壊から人命を守るため、昭和56
年５月以前に建築された木造住宅の耐震化を進め
るため支援を行っています。

まちづくり課
995-1856

木造住宅の耐震補強工事までの流れ

専門家の耐震診断

【無料】
●市が派遣する専門家（県耐

震診断補強相談士）による
無料耐震診断

利用実績
（平成13〜29年度）

市内1,350棟

ステップ１

耐震補強工事
（耐震補強PR住宅）

【補助額】
●50万円/戸
　（PR住宅 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/戸

　（PR住宅100万円/戸）

利用実績
（平成16〜29年度）

市内253棟

ステップ３

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）

利用実績
（平成16〜29年度）

市内298棟

ステップ２

30万円上乗せ
今年度で終了
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プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）−０
ゼロ

住宅の耐震診断・耐震補強のススメ　～自分の命は自分で守る～



フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／市営墓地

市営墓地にマリーゴールドを植栽

　NPO法人手をつなぐ育成会とNPO法人きゃべつくらぶの会員ら
約30人が、市営墓地の２カ所の花壇にマリーゴールドの苗約
3,000株を植付けました。マリーゴードはメキシコ原産で、花の時
期が長いことが特徴です。これから秋にかけて、お墓参りに訪れた
方々の目を楽しませてくれます。

楽しみながら子育てを　� ５月10日

　幼児をもつ母親学級の開講式が生涯学習センター団体活動室で行
われました。当日はお子守ボランティアが子どもたちを預かり、幼
児をもつママ６人が参加しました。講師は家庭教育支援員の眞田由
紀さん。グループワークを交えての全10回の講座が始まりました。

カイゼンで文部科学大臣賞� ５月７日

　文部科学大臣表彰「創意工夫功労者賞」の受賞者が市長に授賞を
報告しました。表彰は作業の能率化や品質向上に貢献した新たな技
術や開発などを評価された方が対象です。「県内51人のうち27人が
市内からであったことは裾野の誇りです」と市長が祝福しました。

Photograph ５月
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Photograph 2018.5

親しまれ続けて50万人� ５月13日

　富士山資料館は1978年5月に開館して今年で40周年。資料館の
来館者が50万人に達しました。50万人目は須山に住む杉山昭子さ
んで、市長から花束や記念品が贈られました。「たまたま来たら
50万人目で驚きました。今後も訪れたいです」と話しました。

楽しさの中にも真剣なまなざし� ５月20日

　誰でもが楽しく参加できるのがレクスポ。第47回市スポーツ祭
レクスポの部が市民体育館で行われました。競技はペタボード、輪
投げ、ファミリーバトミントンの３種目。子どもからお年寄りまで
が、時に厳しく和気あいあいと楽しみました。

ふるさとの富士山を形に� ５月25日

　富士山世界遺産登録５周年と富士山資料館開館40周年を記念し、
ふるさと富士山芸術展が６月24日㈰まで行われています。富士山
を題材に、一般の皆さんが思い思いに製作したつるしびなや絵画、
写真などを展示。来館者は、色とりどりの富士山を楽しみました。

初夏の涼風を楽しみながら� ５月19日

　澄み渡る青空の下、第41回五竜みどりまつりが中央公園で行われ
ました。ステージではバンド演奏やフラメンコ、チアダンスなどが披
露され、親子連れが露天の販売品を食べながら楽しみました。イベン
ト終わりには餅まきが行われ、参加者は戦利品にニコニコ顔でした。

旅行企画の際はぜひ裾野市を� ５月16日

　2019年春に本県で展開する「デスティネーションキャンペー
ン」に向け、旅行会社の担当者ら約30人が当市を基点としたコー
スに参加し、須山浅間神社などを見学しました。当市を盛り込んだ
旅行商品が多く企画されることに期待します。

市の花“アシタカツツジ”の由来を知る�５月19日

　アシタカツツジ講座が富士山資料館で行われました。参加者は市
内外の方23人。講師の明治大学教授半田高さんが講義しました。
　参加者は真剣に耳を傾け、メモを取るなどして市の花“アシタカ
ツツジ”への理解を深めました。
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専門家が丁寧に対応
相談の場

　価値観を大切にし、専門のキャリアカウンセラーが
丁寧に話を聞きながら、自己分析や悩みのポイントを
見つめる手伝いをします。相談は無料です。

毎月第４土曜日　10時～16時　※１人50分程度
楽風（市民文化センター内カフェ）
１日４人（先着順）
電話またはメールでお申し込みください。
直接相手を紹介することは行っていません。

自分らしさをアピールするスキルを習得
学びの場

　自分に自信を持てるように、結婚や恋愛になどへの
「戸惑い」や「思い込み」に気づくきっかけとなる
ワークショップを開催します。自分らしさをアピール
するスキルを学びます。参加費は無料です。
●カラーコーディネート講座＆交流会

９月８日㈯
市内
男女20人程度
●ドラマセラピー体験セミナー＆交流会

11月18日㈰
御殿場市内
男女30人程度

※いずれも３時間程度を予定。セミナー終了後の交流
会は有料です。

バスツアーや体験イベントを開催
出会いの場

　出会いやネットワークをつくる機会を提供します。
バスツアーや体験イベントを開催します（有料）。ま
た、近隣市町で開催されるイベント情報の提供も行い
ます。
●バスツアー（ぶどう狩り&BBQ）

10月13日㈯
山梨方面
男女30人程度
●いちご狩り体験＆カフェ交流会

平成31年１月19日㈯
市内
男女30人程度

その他

　「学びの場」と「出会いの場」の詳細は決定次第、
チラシや市公式ウェブサイト、恋来い支援センター
Facebookなどでお知らせします。参加を希望する方
は、電話または電子メールでお申し込みください。応
募者多数の場合は抽選となることもあります。

　　▲市公式ウェブサイト

　恋来い支援センターでは、結婚に関する相談、スキルアップセミナー、
出会いの場の提供などを行い、結婚に向けてさまざまなサポートを行っ
ています。人生を豊かにするためのヒントを一緒に見つけましょう。こ
れまでにもカップルが誕生しています。今度はあなたの番かもしれませ
ん。

恋来い支援センター
956-0756

koikoi@machitera.jp

▲恋来い支援センター
　Facebook
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特集３

恋来い支援センターは「あなたの出会い」を応援します
相談し、学んで、出会う！



インフォメーション

Information
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　

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
の方など
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977

富士山世界遺産登録５周年記念
講演会と企画展示

講演会
６月30日㈯　19時～

　※開場18時30分
生涯学習センター３階学習ホー
ル
演題／世界遺産富士山と世界遺産

センター
講師／県富士山世界遺産センター

副館長　落合徹さん
世界遺産センターの概要やこれ

からの富士山との関わりについ
て講演します。
生涯学習センターへ（992-380

　0）お申し込みください。
企画展示

６月30日㈯～７月８日㈰
　９時～21時

生涯学習センター１階
　展示コーナー

世界遺産富士山の解説パネル、
富士山資料館所蔵の資料などを
展示します。
生涯学習課　994-0145

スクールコーディネーターが学校と地域をつなぐ

　市では、市内全ての公立幼稚
園・小学校・中学校と地域が、
子どもの学びや感性を育むため
に連携しています。
　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

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

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 千代子さん

富岡第二小学校・富岡第二幼稚園区

眞田 鈴代さん 勝又 俊明さん

富岡中学校区

杉山 あつ子さん

西中学校区

西川 厚さん

富岡第一小学校・富岡第一幼稚園区

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
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インフォメーション

Information

母子家庭等医療費助成制度

　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

はんこ、対象者全員の健康保険
証、口座が分かるもの
子育て支援課で申請してくださ
い。
【受給者証の更新手続き】
　現在の母子家庭等医療費助成金
受給者証の有効期限は６月30日
㈯までです。更新の手続きをして
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。

６月22日㈮～29日㈮
　※土・日曜日を除く

郵送された母子家庭等医療費助
成金受給者証申請書、旧受給者
証、はんこ、対象者全員分の健
康保険証　※平成30年１月２
日以降に当市に転入した方は、
平成29年分源泉徴収票か確定
申告の控え、または平成30年
度課税（非課税）証明書が必要
です。
子育て支援課　995-1841

特別展「江戸時代の富士山
南口登山道と御師」

７月14日㈯～10月８日㈪
富士山資料館　特別展示室
江戸時代の須山村・須山浅間神
社と富士山信仰・登山道、宝永
の噴火・御師渡邉家の活躍と交
流など富士山の南口登山道と御
師の存続に迫ります。

　初日7月14日㈯には、10時30
分からと14時から各30分程度
展示解説を行います。
富士山資料館　998-1325

在外選挙人登録申請手続き

　在外選挙人制度の変更に伴い、
在外公館のみで受け付けていた在
外選挙人登録申請が、６月１日㈮
から市役所で海外転出手続きをす
る際にできるようになりました。
　在外選挙人制度は、仕事などで
海外に転出した方が、国政選挙時
に海外で投票することができる制
度です。申請できる方、申請に必
要な書類については決まりがあり
ます。詳しい手続きについては、
選挙管理委員会へお問い合わせく
ださい。
選挙管理委員会
　995-1808

平成31年市政カレンダー掲載写真募集
テーマは『富士山のある風景』

　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階戦略広報課また

は各支所、鈴木図書館、富士山資料
館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。　※応募用紙や市公式
ウェブサイトに記載されている応募
上の注意を確認してください。
応募締切／９月７日㈮
応募規定／●応募作品は応募者本人が

平成28年以降に撮影した２Ｌ版で、一人３点以内とします。
応募上の注意／●応募作品の著作権は、撮影者に帰属します。ただし、

市は、採用作品を市が自由に使用することに同意されたものとみな
し、ポスター、ウェブサイト、刊行物展示などに使用する場合があ
ります。●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

8
2018.6.15



お知らせ

富士山すその大花火大会
桟敷券などの販売

　８月４日㈯に運動公園で行う富
士山すその大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・スタンド券・野球場
外野席券▶︎観光協会（中央公園
内）●桟敷券・スタンド券▶︎市
役所、市民文化センター、深
良・富岡・須山支所　※桟敷券
はその他市内販売所、スタンド
券は楽天チケットでも購入可
前売り販売価格／●桟敷券（駐車

券付き）▶︎１万２千円●桟敷券
（駐車券なし）▶︎１万円●野球
場外野席券（駐車券なし）▶︎
３千円●スタンド券（全席指
定・駐車券なし）▶︎２千円

すその夏まつり実行委員会事務
局　992-5005

乳がん検診・子宮頸
けい
がん検診

実施医療機関の追加

　市が実施するがん検診の内、乳
がん検診と子宮頸がん検診が、静
岡医療センターで受診できるよう
になりました。

乳がん検診・子宮頸がん検診
　※子宮体がん検診は原則行いま

せん。
火・木・金曜日　９時30分～
11時30分

　休診日／土・日曜日、祝日
静岡医療センター地域医療連携
室　975-2000

夏のわんぱくキャンプ

　アウトドア料理、キャンプファ
イヤーなどを通して「人と人とが
触れ合う楽しさ」を感じることが
できる野外体験活動です。

７月28日㈯～29日㈰
富士山こどもの国
市内の小学４～６年生
50人（先着順）
６千円
学校で配布される申込書に必要
事項を記入し、参加料を添えて、
生涯学習課に提出してください。
６月30日㈯・７月１日㈰の９
時30分～13時
裾野わんぱく遊び塾スタッフを
随時募集しています。
生涯学習課　994-0145

不発弾事故根絶のために
１「入らない！」
　演習場では、射撃訓練や爆破訓練
を行っていて大変危険です。演習場
の土地所有者、入会組合の関係者以
外の一般の方は、演習場内に入るこ
とは禁止されています。法令によっ
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
対触れないでください。
非常に危険です。

３「まず連絡！」
　演習場内で砲弾などを見つけた場
合は、現状のままにして、その場所
を富士学校へ連絡してください。演
習場外で見つけた場合は、最寄りの
警察へ連絡してください。

不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

〜 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 発見した不発弾は、
爆破処分等を実施し
て安全化を図ってい
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。

写真提供：陸上自衛隊富士学校

�富士学校　0550-75-2311
　平日▶
　　演習場管理課　（内線 2291）
　㈯㈰・祝日▶
　　学校当直　（内線 2302）
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Information
インフォメーション

住友理工�夢・街・人づくり
助成金in裾野・御殿場・長泉

　公益的な地域課題の解決を図る
ため、社会貢献活動を応援する地
域密着型の助成金です。
対象事業／裾野市、御殿場市、長

泉町で行われる応募団体が主催
する事業で、ダイバーシティ・
青少年の育成・まちづくり・市
民活動・自然環境との共生に関
する事業
対象団体／営利を目的とせず、公

益的、社会的な活動を持続的に
行う（行おうとする）市・町民
の方が活動する団体で、３人以
上の構成員で組織されているな
ど、募集要項の要件にいずれに
も該当する団体　※法人格の有
無は問いません。
事業実施期間／助成決定日（11月
　17日予定）～2019年10月31日
助成金額／●夢づくりスタート部

門▶︎５万円（４団体）●街・人
づくり部門▶︎10万円（２団体）
８月１日㈬～31日㈮
事前説明会を７月14日㈯14時
から生涯学習センター団体活動
室で行います（要申し込み）。
市民活動センター　950-8875

第57回市民水泳大会
参加者、参加チーム

８月４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、
20ｍ以上泳げる方
１種目▶︎100円

　リレー▶︎400円（１チーム）
市民体育館へ直接お申し込みく
ださい。
７月15日㈰
●申し込みは小学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）です。●予選・決勝は行わ
ずタイムレースを行います。●
全競技入水スタートです。
市スポーツ祭運営委員会
　993-0303

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２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

イキイキ健幸生活

６月30日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館　
50人
講演▶︎脳と体について（認知症
とロコモティブシンドローム）

　実技▶︎セラテープを使った運動
機能筋力低下防止トレーニング
講師／県柔道整復師会事業部
ライフサポートセンターしず
おか東部事務所　929-9820

0303 県立裾野高等学校
トークフォークダンス

　キャリア教育の一環で、１年生
が地域の方と対話し、地域を知り、
感じながら高校生活を送ることを
目的に開催します。

県立裾野高等学校体育館
７月６日㈮　13時30分～15時

　※受付▶︎13時～
１対１でフォークダンスのよう
に次々と相手を変えながら、決
められたテーマについて話し合
います。
市内に住んでいる方
180人
県立裾野高等学校

　995-1125　 992-1016
susono-h@edu.pref.shizuo
ka.jp

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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お知らせ

市庁舎ホール開放

　市役所を身近に感じてもらうた
めに、市を代表する「もの」「ひ
と」「こと」や、日頃さまざまな
活動をしている市民の方々に、市
役所庁舎を展示・演奏・発表の場
として提供します。

市役所１階市民ホール・地下多
目的ルーム・テラス
演奏・発表▶︎偶数月第４水曜日

　12時15分～12時45分の内20
分程度

　展示▶︎１展示２週間を限度
●市内に住んでいるか、通勤・
通学している方、在勤（在学）
の方●市内で活動している団体
●当市に関係する企業・事業所
●その他、当市にゆかりのある
方・団体など
申込書に必要事項を記入し、シ
ビックプライド推進室に提出し
てください。　※申込書は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ド可
通年募集します。応募や使用に
ついては条件などがあります。
詳細は市公式ウェブサイトなど
で事前に確認してください。
シビックプライド推進室
　995-1803

東西公民館　夏休み将棋教室

７月25日㈬・26日㈭・31日㈫、
８月21日㈫・23日㈭の５回

　各日とも10時～11時30分
東西公民館会議室
市内に住んでいるか、通勤・通
学している方で、全５回の受講
ができる方　※親子での参加可
20人（先着順）

小学生～高校生▶︎500円、大学
生以上▶︎1,000円
８月の対局に向けて初心者にも
丁寧に説明します。
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え、
提出してください。
６月16日㈯９時～７月８日㈰
19時
東西公民館　992-6677

７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

７日㈯ ㈱中川商店
☎993- 1555

８日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

14日㈯ ㈲小澤土建
☎992-1401

15日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

16日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

21日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

22日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

28日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

29日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

データバンク
６月１日現在

１日㈰ 市立水泳場開場
富士登山道須山口開山式

24日㈫ 市立幼稚園・市立小・
中学校1学期終業式

28日㈯ 社会福祉大会
29日㈰ エコマルシェ

７月　カレンダー

人　口　52,376人	 （−13人）
　男　　26,623人	 （＋８人）
　女　　25,753人	 （−21人）
世　帯　21,784世帯（＋17世帯）
内、外国人	 816人	463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
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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

７月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 田中医院 921-2053 高島町

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

2 ㈪ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

3 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

5 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

6 ㈮ 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 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 よざ小児科医院 967-5722 原

8 ㈰

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

清流クリニック 941-8688 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田

9 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

10 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

11 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 頴川医院 921-5148 高島本町 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
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

７月前期

13 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

15 ㈰

境医院 975-8021 竹原 守重医院 931-2511 我入道
江川

武藤医院 931-0088 三園町 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 茶畑 東医院 921-5520 高沢町

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 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

8 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

15 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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●あの夏、二人のルカ
著：誉田哲也　KADOKAWA

●あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続
著：宮部みゆき　KADOKAWA（三島屋変調百物語　５）

●黙過
著：下村敦史　徳間書店

●砂の家
著：堂場瞬一　KADOKAWA

●傍流の記者
著：本城雅人　新潮社

一般書

●ようかいしりとり
作：おくはらゆめ　こぐま社

●スムート　かたやぶりなかげのおはなし
絵：シドニー・スミス　文：ミシェル・クエヴァス　BL 出版

●せかいでさいしょのポテトチップス
絵：フェリシタ・サラ　文：アン・ルノー　BL 出版

●あのくもなあに？
え：山村浩二　ぶん：富安陽子　福音館書店

●せかいかえるかいぎ
作・絵：近藤薫美子　ポプラ社（ポプラ社の絵本　48）

児童書

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

親子おはなし広場
 ３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
 ４日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 12日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 20日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

16 ミリ映画祭
 21日㈯ 10時〜 市民文化センター

なつやすみ 1日図書館員
 25日㈬ 9時30分〜11時30分 本館2階視聴覚室  14時〜16時
　 ※詳しくは広報すその７月１日号のお知らせページに

掲載します。

７月の休館日 ２日㈪・９日㈪・17日㈫・23日㈪・30日㈪

新刊おすすめ本

●親子おりがみ教室
と　　き／７月28日㈯　
 　　　　　午前の部▶10時〜12時
 　　　　　午後の部▶13時30分〜15時30分
定　　員／各15組
申し込み／７月７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。

増永 利
り く

空くん
（３歳・元町）

長谷川 希
のぞみ

ちゃん
（１歳９カ月・公文名三）

杉山 廉
れん

くん
（１歳 11 カ月・佐野上宿）

水本 海
かいせい

晴くん
（２歳 11 カ月・御宿台）

小沼 蒼
そ ら

昊くん
（１歳 10 カ月・南堀）
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特集１

予算・財産・市債の財政状況
平成29年度　下半期（3月31日現在）財政状況

市税 国庫支出金 市債 地方消費税交付金 県支出金 諸収入 その他
予算現額 102億　900万円 26億7,217万円 18億4,850万円 10億7,000万円 10億1,106万円 10億　　761万円 29億3,302万円
収入済額 99億3,151万円 20億1,585万円 1億1,980万円 10億7,095万円 6億2,526万円 9億6,819万円 24億4,208万円
収 入 率 97.3％ 75.4％ 6.5％ 100.1％ 61.8％ 96.1％ 83.3％

■ 使われたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

民 生 費 ９万5,470円 23万　343円
衛 生 費 ４万2,829円 10万3,335円
教 育 費 ４万1,123円 ９万9,218円
総 務 費 ４万　814円 ９万8,472円
土 木 費 ３万9,589円 ９万5,517円
公 債 費 ３万3,700円 ８万1,310円
消 防 費 １万5,497円 ３万7,391円
そ の 他 ２万8,199円 ６万8,036円
合 計 33万7,221円 81万3,622円

■ 納めたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

市 民 税 ７万5,785円 18万2,849円
（５万4,082円） （13万  485円）

固 定 資 産 税 ９万7,573円 23万5,417円
軽 自 動 車 税 2,468円 5,954円
市 た ば こ 税 6,296円 １万5,192円
都 市 計 画 税 7,657円 １万8,473円

合 計 18万9,779円 45万7,885円
（16万8,076円） （40万5,521円）
※（　）は、　法人分を除いた数字

■ 市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
通
債

土 木 費 45億　670万円 銀 行 な ど 66億　672万円
教 育 費 20億5,714万円 財 務 省 54億9,421万円
民 生 費 ３億5,689万円 地方金融機構 35億6,692万円
商 工 費 9,361万円 旧郵政公社 18億5,332万円
そ の 他 109億3,165万円 静 岡 県 615万円

合 計 179億4,599万円 そ の 他 ４億1,867万円
合 計 179億4,599万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 １億4,554万円 銀 行 な ど １億4,554万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 61億6,534万円 地方金融機構 28億3,275万円
旧郵政公社 17億4,031万円
財 務 省 15億2,529万円
銀 行 な ど 6,699万円
合 計 61億6,534万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 11億7,793万円 財 務 省 ７億4,970万円
地方金融機構 ４億2,823万円
合 計 11億7,793万円

予算現額　　　207 億 5,136 万円
収入済額　　　171 億 7,364 万円
収入率　　　　82.8％
※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。今回は昨年度下半期（３月31日現在）の財政状況
を紹介します。

グラフのサイズ　161x110mm
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予算現額　　　207 億 5,136 万円
支出済額　　　176 億 4,745 万円
執行率　　　　85.0％
※前年度からの繰り越し事業分を含む

民生費 土木費 教育費 総務費 衛生費 公債費 その他
57億5,483万円 30億1,288万円 26億6,916万円 25億　　739万円 24億2,739万円 19億　　920万円 24億7,051万円 予算現額
49億9,613万円 20億7,177万円 21億5,203万円 21億3,586万円 22億4,134万円 17億6,361万円 22億8,671万円 支出済額

86.8％ 68.8％ 80.6％ 85.2％ 92.3％ 92.3％ 92.6％ 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　200万円 ９億9,996万円 99.8％
収 益 的 支 出 ７億6,961万円 ７億1,815万円 93.3％
資 本 的 収 入 5,000万円 4,692万円 93.8％
資 本 的 支 出 ３億7,700万円 ３億3,508万円 88.9％

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する
　場合は、損益勘定留保金などで補てんする。

■ 土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ５億　409万円 ５億　409万円 100％
収 益 的 支 出 ４億9,318万円 ４億9,169万円 99.7％
資 本 的 収 入 3,509万円 3,506万円 99.9％
資 本 的 支 出 ４億7,915万円 ４億7,915万円 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 726,883㎡
建 物 163,267㎡
出資金および
貸 付 金 １億6,657万円

基 金 95億8,674万円
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 54億7,240万円 52億6,943万円 96.3％ 48億9,543万円 89.5％
後期高齢者医療事業 ５億　944万円 ４億8,507万円 95.2％ ４億3,617万円 85.6％
介 護 保 険 34億1,680万円 32億1,792万円 94.2％ 28億6,337万円 83.8％
土 地 取 得 45万円 30万円 66.7％ 30万円 66.7％
十里木高原簡易水道 4,430万円 2,342万円 52.9％ 958万円 21.6％
下 水 道 事 業 11億9,155万円 10億3,870万円 87.2％ 10億3,870万円 87.2％
墓 地 事 業 4,798万円 4,567万円 95.2％ 4,437万円 92.5％
合 計 106億8,292万円 100億8,051万円 94.4％ 92億8,792万円 86.9％

※１万円未満は四捨五入で表示しています。

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30年3月31日現在）

総予算額　325億8,089万円

収入済額　283億　103万円

支出済額　279億8,860万円

グラフのサイズ　161x55mm
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♯浴衣ですその花火

浴衣を着て、花火大会へ！
会場の雰囲気をバックに思
い出を「♯浴衣ですその花
火」で投稿してください。
投稿された写真でコンテス
トを行います。入賞者には、
豪華景品をプレゼントしま
す。今年の夏まつりは、浴
衣で集合！

15：00～ 23：00

シャトルバス
なし

シャトルバス
あり

246

20:45～21:30は
許可車両のみの
通行になります。

会場周辺案内図・交通規制

花火の有料席当日券（販売▶大会本部）

市内各地から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。会場付近では、トヨタ A 駐車場に駐車で
きます。会場までは、徒歩約 15 分です。

出発地 駐車場 運行時間
①市役所

15：30～

②トヨタ B 駐車場

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

・会場周辺の路上駐車は交通の妨げになるのでご遠慮ください。
・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10分から20時40分まで出庫できません。
・パノラマロードは、16時から23時まで上り方向のみの通行になります。
・運動公園施設は、８月３日㈮から８月５日㈰まで一般利用できません。
・市民ボランティアを募集しています。参加を希望する方は、観光協会へお問い合わせください。

【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（野球場） ６人まで 3,000 円
桟敷席 やすらぎの広場 ７人まで 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
※無料席▶芝生の丘、野球場ベンチ（一塁側）
※障がい者駐車券を観光協会で配布します。障がい者手帳また

は療育手帳が必要となります。（数に限りがあります）

富士山すその大花火大会
すその夏まつり

と　き／８月４日㈯　15時～20時50分
ところ／運動公園 （雨天の場合は、５日㈰に順延）

イベント
・花火大会　19時30分〜　・市民ステージ
・万灯会（置き灯ろう）　・須山しゃぎり
・五竜太鼓　など

観光協会
992-5005
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保 険 料 の 納 め 方

特集３

７月から介護保険料（普通徴収）の納付開始
今年度に保険料の見直し
　介護保険は、介護を必要とする方の人数や介護サービスの必要量の変化に
よって３年ごとに事業計画の見直しをします。この事業計画に基づき、平成
30～32年度のサービスの必要量と費用を推計し、３年間のサービス水準が
確保できるよう保険料を見直しました。

介護保険課
995-1821

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。

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ます。

滞納している保険料がある場合
　保険料を滞納すると、滞納期間に応じて、介護サー
ビスが受けられなく場合があります。

65 歳以上の方の介護保険料　11段階一覧表（平成 30年度～ 32年度）

所得段階 対象となる方 保険料（年額）

第１段階 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が
市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方 27,500円

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円
を超え、120万円以下の方 38,200円

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が120万円
を超える方 45,900円

第４段階 世帯課税だが、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80万円以下の方 53,500円

第５段階
〔基準額〕

世帯課税だが、本人が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 61,200円

第６段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 68,800円
第７段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 76,500円
第８段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 91,800円
第９段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 99,400円
第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 107,100円
第11段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上の方 114,700円

利用者負担の割合の変更

　８月から、65歳以上で介護保険サービスを利用している方の利用者負担の割合に３割が新設されます。

利用者負担の割合 対象となる方

３割
以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
　●単身の場合340万円以上　●２人以上世帯の場合463万円以上

２割
３割の対象とならない方で、以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額が160万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
　●単身の場合280万円以上　●２人以上世帯の場合346万円以上

１割 上記以外の方

5
2018.7.1



特集 4

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
　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提示する保険証が、８月１日㈬から新しくなります。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から緑色の新保険証

　現在使っている藤色の保険証が使えるのは７月31
日㈫までです。８月１日㈬からは、新しい保険証を
使ってください。新しい保険証は、７月31日㈫まで
に市から対象の方に郵送します。８月になっても新し
い保険証が届かない場合は、ご連絡ください。

使えなくなった保険証は、確実に処分を

　有効期限を過ぎた保険証は、各自で確実に処分する
か、国保年金課または深良支所、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懸念されます。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。

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29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、自己負担割合が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〜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

旧保険証（藤色）

７月31日㈫まで  ８月１日㈬から
※「交付年月日」が上部に記載されます。

新保険証（緑色）

見 本 見 本
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特集 5

運動公園・市民体育館　教室参加者を募集
無理なく気軽に体を動かす活動を！
　運動公園と市民体育館の指定管理者が、８月～12月に開催する教室の参加者を募集します。

運動公園で募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

硬式テニス① ㈫10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス② ㈭10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス③ ㈮19:00～20:30 中学生以上 10回 15人 9,000円

硬式キッズテニス ㈮15:30～16:30 ４歳以上の未就学児 10回 6人 7,000円

硬式ジュニアテニス ㈮16:40～18:00 小学生 10回 20人 7,500円

キッズ体操 ㈬15:30～16:30 未就学児 10回 20人 6,000円

キッズサッカー教室 (※) ㈬15:20～16:20 年中・年長 12回 20人 8,400円

ジュニアサッカー教室 (※) ㈬16:30～17:45 小学１年～３年生 12回 20人 8,400円

(※)会場は総合グラウンド多目的競技場
運動公園に往復はがきでお申し込みください。
８月14日㈫
参加料は初回参加時に一括でお支払いください。

市民体育館で募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

卓球教室（中級） ㈪9:20～10:50 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

卓球教室（初級） ㈪11:00～12:30 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

生き生き健康体操 ㈪11:00～12:00 40歳以上 10回 30人 4,000円

ママと一緒エクササイズ ㈪13:00～14:00 未就学児と保護者 10回 15組 5,000円

ヘルスアップ ㈫19:00～20:30 18歳以上（高校生を除く） 12回 60人 4,800円

エンジョイリズム ㈭9:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 12回 100人 4,800円

硬式テニス教室 ㈬9:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 10回 20人 9,000円

ジュニア卓球 ㈫17:30～18:45 小学４年～６年生 12回 30人 7,200円

親子健康体操 ㈬13:30～14:30 １歳半～３歳までの子と親 12回 20組 6,000円

硬式キッズテニス ㈬15:15～16:15 ４歳以上の未就学児 10回 12人 7,000円

硬式ジュニアテニス ㈬16:30～18:00 小学生 10回 20人 7,500円

キッズダンス ㈭16:15～17:15 ４歳以上の未就学児 12回 15人 7,800円

ジュニアダンス ㈭17:30～18:30 小学生 12回 15人 7,800円

市民体育館に往復はがきでお申し込みください。
８月14日㈫
参加料は初回参加時に一括でお支払いください。

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

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

７月19日㈭
東部総合庁舎（沼津市高島本町）

対応者／委嘱を受けた非常勤の精
神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など

県東部健康福祉センター
　福祉課　920-2087

富士山マイカー規制

　富士山の環境を守り、皆さんが
快適に登山できるようにするため、
マイカー規制を実施します。規制
期間中は、自家用車での通行がで
きません。有料乗り換え駐車場を
利用し、有料シャトルバスに乗り
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（みじあざみライン）

７月10日㈫12時〜９月10日㈪
12時

駐車料金／１台1,000円 
県道路企画課（富士宮口）

　054-221-3359
　小山町商工観光課（須走口）
　0550-76-6114

御宿地区における裾野都市計画
決定などに関する公聴会の開催

　都市計画原案について、市民の皆さんの意見を反映し、より良い
都市計画にするため、公聴会などを開催します。
●都市計画の種類
①区域区分の変更（県決定）
②用途地域の変更（市決定）
③地区計画の決定　御宿地区計画(市決定)
④土地区画整理事業の決定　御宿土地区画整理事業 (市決定)
●公聴会
　公開の場で意見を述べることができます。傍聴を希望する方は、
直接会場へお越しください。

７月24日㈫　13時30分〜
市役所４階401 会議室
公述の申し出がない場合は、公聴会を中止します。

●原案の縦覧および公述申出書の提出
７月10日㈫〜17日㈫　８時30分〜17時15分

　※土・日曜日を除く
県決定分（①）▶︎県庁東館12階都市計画課、市役所２階まちづ
くり課

　市決定分(②〜④)▶︎市役所２階まちづくり課
公聴会で意見を述べたい方は、申出書に必要事項を記入し、県決
定分（①）は県都市計画課へ、市決定分（②〜④）はまちづくり
課へ提出してください。　※郵送可。最終日必着

●③御宿地区計画に対する意見書の提出
　地区内に利害関係を有する方は、原案を閲覧し、意見書を提出す
ることができます。意見を記入した書類をまちづくり課に提出して
ください。
縦覧期間／７月31日㈫〜８月14日㈫　８時30分〜17時15分
　※土・日曜日を除く
申込期間／８月21日㈫まで　※郵送可。必着

都市計画原案、公述申出書、意見書などは、県または市公式ウェ
ブサイトからダウンロードできます。
県都市計画課　054-221-3062

　まちづくり課　995-1829
●県公式ウェブサイト▶︎http://www.pref.shizuoka.jp/kenset
su/ke-510a/01-0kouchoukai.html

　●市公式ウェブサイト　http://www.city.susono.shizuoka.
jp/soshiki/6/1/7/8532.html
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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　

J-ALERT の
緊急地震速報訓練

　J-ALERTを活用した緊急地震
速報全国訓練が行われます。当市
では、広報無線で訓練放送を実施
します。

７月５日㈭　10時ごろ
放送内容／緊急地震速報チャイム

音＋「ただ今から訓練放送を行
います」「緊急地震速報。大地
震です。大地震です。これは訓
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

SUSONO エコマルシェ

　「ものの大切さを伝えていこ
う」をコンセプトに“「大切に
使っていたものを、次の方にも大
切に使っていただく」&「出展者
も お 客 様 も リ サ イ ク ル を 楽 し
む」”をテーマにマルシェを開催
します。

７月29日㈰　10時〜14時
市民文化センター多目的ホール
キッズブース（小学生以下）や
リサイクルワークショップブー
ス、リメイクブースなどがあり、
家族で楽しめる内容です。
商工会　992-0057

不動産無料相談会

　予約は不要です。当日、直接会
場へお越しください。

７月12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、弁護士、司法書士、
税理士などが相談に応じます。
全日本不動産協会県本部

　054-285-1208

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。

７月21日㈯
　13時30分〜15時30分

ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出
町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

空き地の適正な管理

　空き地に関する苦情が年々増
加しています。中でも、樹木の
茂みや雑草に対する苦情が多数
寄せられています。雑草などの
管理が適正に行われていないと、
ごみを不法投棄されたり害虫が
発生したりするなど生活環境の
悪化を招きます。
　空き地を所有している方は、
雑草などを除去し、空き地を清
潔に保ちましょう。

生活環境課　995-1816

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
せんてい

定をお願いします。
建設管理課　995-1855

草木が生茂る季節です
土地所有者の方は適正な管理を

　夏期は草木が生茂ります。土地所有者の方は、安全などのため樹木
や雑草を早めに伐採・除去してください。伐採・除去した樹木や雑草
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。
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インフォメーション

Information

国保高齢受給者証交付会

　８月１日㈬から対象となる方に、
受給者証を交付します。

７月26日㈭
　10時20分〜11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和23年７月２日〜８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

市民無料相談

７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

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31日㈫まで
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

労働保険の申告・納付

　労働保険に加入している方は、
年に１回、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・納付が必要です。
　静岡労働局または労働基準監督
署に申告書の提出と労働保険料な
どの納付をお願いします。納付は、
最寄りの金融機関でもできます。
申告・納付期限／７月10日㈫

電子申請による申告や口座から
の引き落としもできます。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

　0120-700-244
　※対応日時▶︎７月12日㈭まで
　９時～17時（㈯㈰を除く）
　静岡労働局労働保険徴収課
　054-254-6316

男性介護者交流会

７月21日㈯
　13時30分〜15時30分

福祉保健会館３階会議室
男性介護者の方
介護仲間との情報交換、介護に
ついての相談など

介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977

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17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
工作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
民生委員児童委員協議会

　（土屋）　997-2031

竹あかり七夕まつり

　園内通路に竹あかりを配置し、
幻想的な雰囲気に彩ります。

７月６日㈮　18時〜21時
　※雨天の場合７日㈯に延期

中央公園
国指定重要文化財の旧植松家住
宅での演奏会、飲食物の販売な
ど
中央公園駐車場は、台数に限り
があります。
産業振興課

　995-1825
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お知らせ

ふじのくに災害ボランティア
コーディネーター養成講座

７月14日㈯　10時〜16時
福祉保健会館３階研修室
災害時のボランティア活動に関
心のある方
30人
災害時に全国から来るボラン
ティア支援希望者と被災した方
をつなぐボランティア本部の運
営支援者を養成します。

社会福祉協議会　992-5750
993-5909
info@syakyo-susono.or.jp

長距離走り方教室

７月21日㈯、８月25日㈯、９
月16日㈰、10月20日㈯、11月
10日㈯、12月８日㈯、平成31
年１月12日㈯、２月９日㈯、
３月９日㈯　全９回

　10時〜11時30分
運動公園陸上競技場
18歳以上の健康な方
20人
レースで生きる長距離走の基礎
を実際に走りながら学びます。
64歳まで1,860円、65歳以上
1,210円
運動公園または市民体育館、産
業振興課にある申込書に必要事
項を記入し、参加料を添えて提
出してください。 
●雨天でも開催しますが、荒天
の場合は中止します。●途中の
回からの参加もできます。
産業振興課　995-1825

卓球元日本代表選手による
神のレシーブ講習会

８月12日㈰
　①10時〜11時30分
　②13時〜16時
　※受付▶︎開始時間の30分前〜

市民体育館
市内に住んでいるか通勤通学し
ている、中学生以上の卓球経験
者の方

①50人、②100人　※先着順
①講座、②実技

講師／仲村錦治郎さん（卓球元
日本代表）
各600円　※①と②両方参加す
る方は1,000円（受付時に徴収）
卓球ラケット、シューズ、運動
できる服装、飲み物、タオル、
筆記用具（①に参加する方）
８月５日㈰

市民体育館　993-0303

　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
ボランティアスタッフ

　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４日㈯15時〜22時（業務
内容によって異なる）

　８月５日㈰８時〜12時
　※どちらか１日のみの参加可

運動公園
●４日（当日）▶︎20歳以上の
健康な方●５日（翌日）▶︎中学
生以上の健康な方
●４日▶︎有料席出入口対応、
会場案内、その他実行委員会
と共に行う雑務など●５日▶︎
会場清掃
７月13日㈮
●花火Tシャツ、弁当、飲み物
を配給します。●７月17日㈫
19時から市役所地下多目的
ルーム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
会場サポーター

　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。

９月１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21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

裾野のお祭りを
一緒に盛り上げませんか
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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
文芸を生業としない方で、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　※
高校生以下は応募不可

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㈫

生涯学習課　994-0145
〒410-1123 深良435

　生涯学習センター内「文芸すそ
の係」

防衛省採用試験

●一般曹候補生
９月22日㈯
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17日㈪
海上自衛隊▶︎18歳以上23歳未
満の方

　航空自衛隊▶︎18歳以上21歳未
満の方

制度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
プラサヴェルデぬまづ
９月７日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

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17日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区黒金町）
20歳以上学歴に応じた実務経
験がある方
７月２日㈪から上下水道工務課
で配布する受験願書に必要事項
を記入し、提出してください。
７月17日㈫〜31日㈫
受験に関する講習会を９月14
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。
上下水道工務課　995-1835

普通救命講習会参加者

７月22日㈰　９時〜12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

介護予防体操教室

　高齢者の介護予防を広く普及・
啓発する教室です。参加者には、
教室で学んだ体操を継続して実施
し、地域の方などに広めてもらい
ます。

①７月11日㈬②７月18日㈬　
③７月25日㈬　全３回

　10時〜11時30分
福祉保健会館３階研修室
シニアクラブやふれあいサロン
などの組織・団体の構成員の方
や60歳以上の一般の方で、参
加後に教室で学んだ体操を地域
の方や知人に広めることができ
る方
①チェア体操の基本②コグニサ
イズの基本（認知症予防のため
の脳活性化運動）③ウォーキン
グの基本

講師／渡辺昌代さん（健康運動指
導士）
運動しやすい服装、タオル、飲
み物
別途、フォローアップ教室を開
催します。

社会福祉協議会　992-5750
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お知らせ

市立小・中学校の夏休みは７/25 ㈬から　イベントや教室に参加して夏を楽しもう！

 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21日㈯・22日㈰　
　10時〜12時

福祉保健会館３階研修室
30人
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18日㈬

社会福祉協議会　992-5750
993-5909

すその環境イベント
深良川水力発電所を知ろう

８月７日㈫　９時〜12時ごろ
市民文化センター２階展示室、
深良川第一発電所
市内に住んでいるか通勤・通学
している方　※小学４年生未満
は保護者の同伴が必要です。
40人（先着順）
深良用水の水を活用している深
良川第一発電所を見学します。

講師／環境市民会議、東京発電㈱
生活環境課にお越しになるか、
電話またはメールで、参加者氏
名、住所、連絡先、学年（児
童・生徒の場合）をご連絡くだ
さい。
７月17日㈫〜27日㈮
市民文化センターに集合し、大
型バスで深良川第一発電所に移
動します。
生活環境課　995-1816
kankyou@city.susono.shizu
oka.jp

富士山資料館
夏休みクイズラリー

　館内クイズラリーを行います。
参加を希望する方は、受付に声を
掛けてください。

７月21日㈯〜９月２日㈰
期間中の休館日／７月23日・30

日、８月６日・13日・20日・
27日の月曜日

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　※８月21日㈫は、県
民の日のため無料です。
参加者には、富士山資料館オリ
ジナル缶バッジをプレゼントし
ます。
富士山資料館　998-1325

富士山資料館 星空観察会

８月11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
は保護者の同伴が必要です。
10組（先着順）
小望遠鏡などで天体観察します。

講師／秋山万喜夫さん（東亜天文
学会会員、小惑星SUSONOの
発見者）
上着、懐中電灯（１人１個）、
双眼鏡・望遠鏡・星座早見表な
ど（任意）
300円
７月11日㈬〜８月１日㈬
●駐車場は、会場の第２駐車場
をご利用ください。●雨天の場
合は、19時から20時まで館内
で学習会を行います。

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、
本の貸し出しなどの体験をします。

①７月25日㈬▶︎午前の部：９
時30分〜11時30分、午後の
部：14時〜16時

　②８月１日㈬▶︎１日の部：９時〜
14時15分（昼食１時間含む）
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
①各部12人、②８人（先着順）
筆記用具、生活科バッグ、水筒、
お弁当（②のみ）
鈴木図書館２階展示室で受け付
け時に配布する申込書に必要事
項を記入し、提出してください。
７月７日㈯　９時〜
鈴木図書館　992-2342

親子水生生物調査

７月21日㈯　９時〜12時
　※雨天の場合22日㈰に延期

黄瀬川（中央公園周辺）
市内に住んでいる小・中学生と
その保護者の方
20人（先着順）
親子で黄瀬川に生息している水
生生物を観察し、河川の水質を
調査します。
帽子、筆記用具、濡れてもよい
服、滑りにくい靴
生活環境課にお越しになるか、
電話またはメールで、参加者氏
名、住所、連絡先、学年、学校
名をご連絡ください。
７月13日㈮
生活環境課　995-1816
kankyou@city.susono.shizu
oka.jp
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インフォメーション

Information

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

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
の安全衛生講習（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
（ビギナーズコース）、ワード
基礎、ワード活用、エクセル基
礎、エクセル活用、イラスト

レーター基礎、夜間パソコン入
門（ビギナーズコース）、夜間
ワード基礎、夜間ワード活用、
夜間エクセル基礎、夜間エクセ
ル活用、夜間アクセス基礎●カ
ルチャーコース▶︎アロマ教室、
手作り木綿ぞうり教室、フラ
ワーアレンジメント、絵画教室、
書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

消費者相談室 くらしのダイヤルCounseling Room Center News

Q 突然「布団を見せてほしい」と男性が訪問し
てきた。家に上がり「湿っていてカビが生え

ている」と除湿シートや新しい羽毛布団をしつこく
勧誘された。断りきれず承諾してしまったが、高額
なので解約したい。

Ａ 強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販
売の相談が後を絶ちません。訪問者や用件を

よく確認し、必要なければきっぱりと断りましょう。
事業者を家に入れないことが大切です。
　高齢者がいる家族の方や地域の方は、家に不審な
業者が来ていないか、家に訪問販売で購入された不
要な品物や契約書がないか気を付けてください。契
約してしまっても、クーリングオフ（無条件解約）
や契約の取り消しができる場合があります。困った
ときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

広告の“？”を見抜くチカラを養おう！
　テレビやラジオでタレントが繰り返し宣伝する
CMや新聞の折り込みチラシを見て「この広告、な
んだか変だな」と感じたことはありませんか。そん
なときは、公益社団法人日本広告審査機構 通称
“JARO（ジャロ）”に相談してください。JARO
ではその情報を審査し、広告主に改善を促します。
　嘘や大げさ、まぎらわしい広告から消費者を守る
のは消費者自身です。消費者が広告の疑問を見抜く
チカラを身に付けましょう。
　JAROから講師を迎え、「広告の裏側を読み解
く」をテーマに消費生活講座第３回を開催します。
受講を希望する方は、消費生活センターへお申し込
みください。

７月20日㈮　13時30分〜
生涯学習センター消費生活センター 995-1854

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

11日㈬
９:00〜９:15

平成30年１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12月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成28年１月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成27年６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。

７月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
２・９・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㈮
18:00〜18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

９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

11日㈬・27日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

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

寄り道
試食会※

24日㈫
10:00〜11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

日 月 火 水 木 金 土

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形 内科 内科 外科 内科 内科 整形

内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 内科 内科 整形 内科

整形・内科 整形 内科
※29日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

１

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28
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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

７月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈪

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 西村医院 971-6510 下土狩

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

17 ㈫ 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

18 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

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

20 ㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

22 ㈰

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

今井医院 921-3211 五月町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

23 ㈪ 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

24 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

25 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

26 ㈭ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

27 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

７月後期

28 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 西島病院 922-8235 大岡 田中医院 921-2053 高島町

29 ㈰

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

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

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

30 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 清水館医院 993-2323 茶畑 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

31 ㈫ 森岡医院 962-1084 大岡 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

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 ㈪ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

かまたクリニック
988-2488 文教町

せき歯科クリニック
981-2633 的場

22 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

29 ㈰ 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

小島レディースクリニック
952-1133 大岡

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

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

NAVI
７月の休館日

２日㈪・17日㈫・30日㈪

　堀口さんは、和風れすとらんみよしの二代目若女
将。平成27年から商工会女性部の部長を務めてい
ます。女性部は、昨年夏に初開催された｢SUSO
NOエコマルシェ｣の主催者です。堀口さんは、５
月８日㈫に浜松市で行われた県商工会女性部主張大
会で｢エコマルシェを通して地域振興まちづくり｣と

題して発表し、最優秀賞に輝きました。７月３日㈫
に神奈川県で行われる関東ブロック商工会女性部主
張大会への出場が決まりました。
　女性部の活動は、理事会などの会議の他、ペット
ボトルのふた回収などがあります。部長になって２
年目の年、回収したふたで作ったアクセサリーなど
を｢フェスタすその｣で販売しました。もっと何かや
りたいという思いから、３年目の年に、環境問題を
テーマにしたエコマルシェの開催が実現しました。
　女性部のモットーは、何事も楽しんでやることで、
エコマルシェも楽しく主催しています。主張大会で
は｢この３年間の活動と女性部員の思いを伝えまし
た｣と堀口さん。｢言葉にすることで、たくさんの人
に伝わるし、思いが現実になっていきます。次の大
会では、プレッシャーをパワーに変え、楽しんで発
表してきます｣と意気込んでいました。
　第２回のエコマルシェは、７月29日㈰に開催さ
れます。堀口さんは｢一緒に楽しめるようワーク
ショップを拡大したので、ぜひ来てほしいです｣と
話します。エコマルシェについての詳細は、９ペー
ジのお知らせをご覧ください。

県商工会女性部主張大会最優秀賞
堀口　綾子さん（御宿入谷・44歳）

2018
年
 
N
o.1358

7
月1

日
号

かわかぜコンサート

　県内出身のアーティストによる、フルート、オー
ボエ、ピアノのコンサートです。子どもと一緒に楽
しむことができます。
と　き／８月11日㈯　開演▶︎14時
　　　　※開場▶︎13時30分
ところ／エントランス
出演者／尾沢茉

ま り か
莉花（フルート）、漆畑孝

こうすけ
亮（オー

ボエ）、栗田樹
みき

（ピアノ）
料　金／無料

佐野原神社の建立

　平松地区にある佐野原神社は1876年に建立され、
祭神は1335年足利軍との戦いに敗れて戦死した二
条為冬です。為冬は和歌の家「御子左家」につなが
る藤原定家の子孫にあたります。
　須山御師渡邉家に、1875年９月25日服部大八か
ら県令大迫貞清宛に提出された、神社設立の上陳書
の写書が残されていました。
　「維新以来政治も興隆し、楠正成をはじめ忠勲の
報国殉難の士に神号を許し、官国県社に列していま
す。また、幕末維新で国のために忠死した方々を招
魂社に祭っています。佐野原で二条為冬と家臣が戦
死しました。この地の人々は為冬の忠節を悲しみ、
遺骸を埋め墳墓を築いて祭ってきました。殉国の霊
魂を賞揚し祭るために、郷社の列に加えられるよう
に村民一同お願いします」と記されています。　

◀︎佐野原神社

上陳書▶︎
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うるおいすその
伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

6 月 16 日　第１回富士山すそのフォークジャンボリー
市民文化センター多目的ホール
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市議会６月定例会
条例改正や補正予算など23議案を審議

特集１

　市議会６月定例会が、６月11日㈪から28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29年度一般会計繰越明許費
　12件の事業、合計４億1,807万８千円を繰り越しま
した。
【繰越事業】
・南児童館空調設備改修事業
・住宅建設等促進事業
・中央公園駐車場改修事業
・（仮称）神山深良線整備事業
・道路新設改良事業（1-4号線外３道路改築）
・橋梁維持事業（東名跨道橋補修工事委託）
・橋梁維持事業（深良跨線橋外１橋梁補修設計委託）
・特定防衛施設道路整備事業（市道2274号線道路改

築）
・市単独河川改良事業（（準）三間堀川河川改修工

事）
・裾野駅西土地区画整理事業
・深良中学校校舎耐震・防水改修事業
・公民館等放送設備整備事業

　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。

市固定資産評価審査委員会委員の選任
　８月31日㈮に任期満了となる大庭法男委員に引き
続き選任することが同意されました。

市税条例の一部改正
　地方税法の一部改正に伴い、条例を改正しました。

◀中央公園
　駐車場

裾野駅西土地▶
区画整理事業

議　案
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特集 1

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の一部改正
　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正しました。

市介護保険条例の一部改正
　地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の
一部を改正する法律による自己負担割合の改定などを
行うため、条例を改正しました。

市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正
　介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改
正に伴い、条例を改正しました。

裾野都市計画裾野駅西地区計画の区域内における建築
物等の制限に関する条例の一部改正
　裾野駅西土地区画整理事業の計画変更で、駅西プロ
ムナード線が廃止されたことに伴い、条例を改正しま
した。

沼津市ほか３市町介護認定審査会共同設置規約の変更
　要介護認定審査件数の増加に伴い、沼津市ほか３市
町介護認定審査会の委員定数を変更するため、規約を
変更しました。

一般会計補正予算（第１回）
　規定の予算総額から5,700万円減額し、歳入歳出予
算総額をそれぞれ207億4,300万円としました。今回
の補正予算は、国の交付金内示に伴うまちづくり関連
事業の組み換えや教育施設の防災対策を、昨年度の補
正予算で前倒して実施したことなどに伴うものです。
補正予算の主な内容は、次のとおりです。

「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
　▶橋梁長寿命化・耐震化事業
　　国の補助金額の確定に伴い、橋梁長寿命化計画お

よび定期点検に基づき、橋梁の補修設計・工事、緊
急輸送道路上の橋の耐震化事業を推進します。

　▶プロジェクトTOUKAI-0事業
　　県費補助上乗せを活用し、木造住宅の耐震化を促

進します。

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
　▶深良柏木田・西原耕地ほ場整備事業
　　実施主体の県に対する国の補助金額が増額になっ

たため、当市の負担金を増額し事業を推進します。

呼子大橋

補正予算
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　市民の皆さんはもちろん、地域・NPO・企業などのまちづくりの担い手
と共に「住みたいまち裾野」の実現に向けて、「みらい会議」を開催します。
　今回の「みらい会議」では、裾野市に“あるもの”を活用して、まちの新
たな魅力を発掘します。

企画政策課
995-1804

人口減少時代だからこそ独自のまちづくり

　日本全体が人口減少傾向にある中、市の総人口は平
成22年をピークにいよいよ減少局面に入りました。
市は平成27年10月に「裾野市人口ビジョン」をとり
まとめ、人口減少時代にあっても、暮らす方々が住み
続けたいと思えるまちづくりに取り組むことを示しま
した。これからのまちづくりは、人口増加時代から取
り組んできた拡大路線、成長路線の発想ではなく、地
域や文化などのまちの資産を掘り起こし、これからも
住み続けたい、新たに住んでみたいと思えるまちに向
けて個性を磨く発想が必要です。
　市民、行政、企業に加え、地域で活動するNPOな
どの市民活動団体が「みらい会議」などの場を通じて
お互い連携・協力しながら、まちづくりに取り組む地
域を目指します。
　今年度のみらい会議は「みらい会議パートナーと共
に創る」ことを目的に「みらい会議実行委員会」にて
企画・運営を行っています。

みらい会議

　市政報告で、市の主要事業の進捗状況を説明する他、
市の新たな魅力を発掘・提案するワークショップを行
います。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。

８月18日㈯　14時～16時30分
生涯学習センター３階 学習ホール
●市政報告▶裾野市長 髙村謙二

　●ワークショップ▶テーマ「裾野市に“あるもの”
を活用してまちの新たな魅力を提案しよう」
子どもを預かる遊び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。

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。裾野市の未来を共に創りましょう。
　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.shizuo
ka.jp/shisei/11/2/7146.html
kikaku@city.susono.shizuoka.jp

５月10日　第１回みらい会議実行委員会
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「住みたいまち裾野」をみんなで創る“みらい会議”
テーマ「裾野市に“あるもの”を活用してまちの新たな魅力を提案しよう」
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農業委員会（農林振興課内）
995-1824

　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。

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ま
す。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。

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
相談してください。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手伝いをします。

農地に太陽光発電設備を設置する場合も手続きを！
　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。
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農地の無断転用は農地法違反となります
農地を農地以外に利用するときは手続きが必要です
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／東保育園

プールが笑顔でいっぱいに
　東保育園でプール開きが行われました。先生とプールで遊ぶ際の
約束をし、安全祈願のおはらいをしました。その後、スイカを食べ
プールに入りました。子どもたちは、水の感触を確かめながら元気
よく体を動かしていました。

白球を追いかける選手に大きな声援　� ６月３日

　第６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。市内３チームを含む16
チームが熱戦を繰り広げました。選手たちはスタンドから大きな声
援を受けて、存分に力を発揮していました。

人権擁護委員は人権を守るパートナー� ６月１日

　「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、人権の問題について
理解を求めるため「一人で悩まず相談してください」と声をかけ、
来庁者一人一人にチラシや啓発グッズなどを手渡しました。

Photograph ６月
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Photograph 2018.6

自分の思いを堂々と主張� ６月３日

　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・高校の代表者17人が発表しました。日頃思って
いることや考えていることなどを、約300人の来場者の前で堂々と
主張。思いを来場者の心に響かせました。

裾野に眠る宗祇をしのぶ� ６月10日

　宗祇法師を偲
しの
ぶ会が定輪寺（桃園区）で行われました。連歌師宗

祇法師に思いを寄せる約60人が参加。同寺住職による読経の他、
献茶や詩吟の朗詠、お囃

はやし
子の演奏などが行われました。吟詠と共に

行われた日本舞踊では、しなやかな舞が披露されました。

市民の憩いの場にと願い� ６月23日

　梅雨の合間のすがすがしい気候の中、美しい水と緑のふるさと深
良の里づくり委員会他有志の皆さんが、市営墓地の緑化作業を行い
ました。植栽作業などを終えた参加者は、「ベンチに座り花壇越し
に富士を眺められる、皆さんの憩いの場になれば」と語りました。

選手たちが笑顔でハッスル� ６月８日

　シニアクラブ裾野のスポーツ大会が市民体育館で行われました。
準備運動の後ブロックに分かれての対決が始まり、選手たちの好プ
レイや珍プレイと応援席からの熱い声援で会場は大盛り上がりでし
た。熱戦の末、東一ブロックが優勝しました。

防災意識が広がる� ６月３日

　県の職員と協力し土砂災害防災訓練が桃園区で行われました。土
砂災害警戒区域に指定されている地域に住んでいる方が避難訓練に
参加し、避難経路の確認をしました。県職員による講習も行われ、
災害への対策などを学びました。

消防団員が訓練成果を競う� ６月10日

　市消防操法大会がトヨタ自動車東日本株式会社Ｇ駐車場で行われ
ました。ポンプ操法の部に７隊35人の選手が、日頃の鍛錬の成果を
披露しました。団員は大きな掛け声で動作を確認しながら機敏に動
き、息の合ったチームワークで放水を行いました。
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市内各地で取材・撮影
市の魅力を発信

　特派員は、広報すそのや市公式SNSなどの広報媒
体に掲載するため、市内で行われるイベントや心温ま
る出来事を取材したり、景色などの写真撮影をしたり
します。取材・写真撮影後、その時の様子を文章にし、
写真と共に戦略広報課にメールで送付するか、USB
メモリ、CD-Rなどで提出します。戦略広報課が内容
を確認し、広報媒体に掲載します。

カメラを持っている15歳以上の方が対象

　特派員になれるのは、市内に住んでいるか通勤・通
学している15歳以上（中学生を除く）の方で、デジ
タル一眼レフカメラをお持ちの方または常時使用でき
る状態（家族のカメラなど）の方です。18歳未満の
方は、保護者の同意が必要です。

自分の都合に合わせて活動
非常勤公務員として委嘱

　募集人数は10人程度です。採用が決定した方は、
非常勤公務員として市長から委嘱され、活動時の事故
などは保険適用になります。
　毎月、戦略広報課から提供される行事予定などを基
に、取材・写真撮影に行きたい日などを戦略広報課に
連絡して活動します。自分の都合に合わせて活動でき
ます。任期は、委嘱された日からその年度の末日まで
です。引き続き次年度の活動を希望することもできま
す。

申し込みは８月27日㈪まで

　広報特派員を希望する方は、申込用紙に必要事項を
記入し、最近撮影したお気に入りの写真（2L版）２
枚を添付して、戦略広報課に郵送または直接提出して
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。
申込期限／８月27日㈪　※必着

その他

●年に１～２回程度、会議や研修会への参加をお願い
します。

●月に１回、活動報告書の提出をお願いします。
●市に提供した写真の著作権は市に帰属し、コンテス

トなどへの出品はできません。
●市から貸与される腕章を見える位置に着用し、特派

員証を携帯の上、活動してください。事前に取材・
写真撮影に行くことについて戦略広報課に連絡がな
いときは、これらを着用・携帯することはできませ
ん。

●撮影に際し、人物や場所などについての承諾は、広
報特派員本人が得てください。

●会議、取材、通信費などの活動に対する謝礼はあり
ません。機材の調達や故障などの対応、交渉・報告
などにかかる費用など、全ての経費は広報特派員本
人が負担します。

取材・撮影から掲載までの流れ
取材・写真撮影に行きたい日を
戦略広報課に連絡・調整

▼
腕章を着け、特派員証を携帯し、

取材・写真撮影
▼

文章を作成し、写真と共に戦略広報課に提出
▼

戦略広報課が内容を確認・選考し、
広報すそのや市公式SNSに掲載

　市内で行われるイベントを取材したり、景色を撮影したりし、広報す
そのや市公式SNSなどへの掲載に協力する広報特派員を募集します。掲
載内容を充実させ、新鮮で親しみやすい記事の発信を、市民の皆さんと
一緒に目指します。

戦略広報課
995-1802

一緒に

市の魅力や情報を

発信しましょう！
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インフォメーション

Information
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　

依存相談

　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

とき ところ

８月１日㈬
東部健康福祉セ
ンター福祉課（沼
津市高島本町）

８月２日㈭・
16日㈭・27日
㈪

県精神保健福祉
センター（静岡
市駿河区有明町）

時間はいずれも13時～16時
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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21日㈯　10時～12時11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「おおきなか

ぶ」（児童アニメ）▶10時～
10時21分

　②「ジャングル大帝　故郷」
（児童アニメ）▶10時21分～
10時45分

　③「タッドの大冒険～失われた
ミダス王の秘宝～」（児童アニ
メ）▶10時45分～12時11分
鈴木図書館

　992-2342

自衛官採用制度説明会

７月29日㈰・８月５日㈰・12
日㈰　９時～12時
市役所地下会議室A
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

市議会議員選挙の
立候補予定者説明会

　当日会場にお越しください。
８月９日㈭　13時30分～
市役所４階401会議室
市議会議員選挙の立候補予定者

　※参加できるのは立候補予定者
　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９月25日㈫９時か
ら、市役所４階401会議室で行
います。
選挙管理委員会（行政課）

　995-1807

交通遺児育英会奨学金

　保護者が交通事故で死亡・重度
後遺障害となった家庭の子どもが
対象です。

高校生以上の生徒・学生
奨学金／月額２～10万円（無利

息で返済は最長20年）
入学一時金貸与制度／20～80万

円（１年次１回限り）
入学前の予約申請制度、学生
寮・家賃補助など大学生・専修
生向けの制度があります。
交通遺児育英会　03-3556-0773

広報すその７月１日号
おわびと訂正

　広報すその７月１日号４ページ
の「すその夏まつり 富士山すそ
の大花火大会」のページに誤りが
ありました。おわびして、訂正し
ます。
　「花火の有料席当日券」の表中、
陸上競技場芝生席の正しい金額は
1,500円です。
×1,000円 → ○1,500円

観光協会　992-5005

5005 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
東 ８月１日㈬ 生涯学習

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

センター富岡 ８月９日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

市職員を募集
受け付けは8/1㈬～

　平成31年度採用の市職員の秋
期試験を行います。
一次試験／９月16日㈰
職種／一般事務（高校卒）、土木

技師、建築技師、保健師
８月１日㈬～24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

9
2018.7.15



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。

８月23日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
８月９日㈭

国保年金課　995-1813

富士山南東消防組合
消防職員採用試験

一次試験／９月16日㈰
試験案内配布場所／裾野消防署、

消防本部総務課、長泉消防署ま
たは郵送請求
８月３日㈮～17日㈮　８時30
分～17時15分
詳しくは富士山南東消防本部 
ホームページでご確認ください。
富士山南東消防本部総務課 

　972-5801

県警察官募集

一次試験／９月16日㈰
一次試験合格発表／９月26日㈬
二次試験／●警察官A▶１日目

10月上旬、２日目11月中旬●
警察官B▶１日目10月中旬、２
日目11月中旬～下旬

最終合格発表／12月中旬
警察官A（大卒）・警察官B
（高卒）
７月30日㈪～８月17日㈮
裾野警察署警務課　995-0110

裾野駅西地区の整備を進めています
（準）三間堀川の河川改修工事に伴い、歩行者通路を切り替え

　裾野駅西口駅前広場の整備にあたり、（準）三間堀川の河川改
修工事を行います。工事に伴い歩行者通路を切り替えます。駅を
利用する際はご迷惑をお掛けしますが、事業へのご理解とご協力
をお願いします。
切り替え日／７月下旬

※工事の進捗によって、別途、歩行者通路の切り替えが発生することがあります。

区画整理課
994-1274

臨時駐輪場

一般車
乗降場

JR裾野駅

工事ヤード
ト
イ
レ

裾野踏切

駅前広場

平松新道線

工事期間中の歩行者通路

現在の歩行者通路

裾
野
停
車
場
線

N
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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。

８月18日㈯
　13時30分～15時30分

ぬまづ健康福祉プラザ〔サンウェ
ルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

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１日
㈬

県精神保健福祉セン
ター（静岡市駿河区
有明町）

８月22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

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

７月25日㈬
三島市保健センター（三島市南
二日町）

対応者／委嘱を受けた非常勤の精
神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など

県東部健康福祉センター
　福祉課　920-2087

ケアに役立つ�声の講座

　声は聴覚から大脳辺縁系に取り
込まれ、自律神経や内分泌系を刺
激します。そこで身体反応が起こ
され、心身が良くも悪くも影響を
受けます。一緒に、元気な声を出
しましょう。

８月24日㈮　10時～11時30分 
　※受付▶９時30分～

福祉保健会館３階研修室
市内に住んでいる方
30人

テーマ／相手を思いやる声の出し
方・使い方

講師／上藤美紀代さん（元ＳＢＳ
アナウンサー、ヴォイスセラ
ピー実践研究家、絵本専門士・
大学及び専門学校講師、フリー
アナウンサー）
８月23日㈭

北部地域包括支援センター
　930-5800

夏休みこども体験講座

８月８日㈬　14時～16時
東西公民館
市内に住んでいる小学生

　※小学３年生までは保護者同伴
20人（先着順）
レモン電池から燃料電池までい
ろいろな電池を見たり作ったり
して学び、燃料電池で使う新し
い水素の作り方を紹介します。

テーマ／いろんな電池をつくって
みよう、みてみよう

講師／沼津工業高等専門学校教
　青山陽子さん

100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、
提出してください。
７月21日㈯９時～29日㈰20時
東西公民館　992-6677

御殿場線沿線写真コンテスト

　御殿場線の利活用を推進するた
め、御殿場線沿線市町で構成され
る御殿場線利活用推進協議会で写
真コンテストを開催します。
応募テーマ／●御殿場線が走る風

景や御殿場線の魅力が伝わる作
品（御殿場線部門）●沿線の自
然・風景・祭事などが題材の作
品（沿線部門）
下記の応募フォームから必要事
項を入力するか、応募シートに
記入し２Ｌ版に印刷した写真を
同封の上、御殿場
線利活用推進協議
会事務局へ提出し
てください。
８月31日㈮　※消印有効
作品の規格や注意事項は、御殿
場線利活用推進協議会ウェブサ
イトをご覧ください。

賞／各部門で最優秀賞・優秀賞・
佳作を選出します。
御殿場線利活用推進協議会事務
局（御殿場市未来プロジェクト
課）　0550-82-4349
〒412-8601 御殿場市萩原483
http://gotembasen.net/
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Information
インフォメーション

茶ぁぐりスクール

８月11日㈯　９時～12時
浮島地区センター（沼津市平沼）
小学生とその保護者
20組
茶摘み体験、製茶工場見学など
７月23日㈪～27日㈮

西部営農経済センター　　
　967-8217

ひとり親家庭のための
出張個別相談会

　生活・就業・法律の無料相談会
です。職業紹介や求職登録ができ
ます。弁護士が親権や養育費など
の相談に応じます。

①８月11日㈯②８月22日㈬
　※いずれも９時30分～16時

①富士市役所消防庁舎７階大会
議室（富士市永田町） ②長泉
町役場３階（長泉町中土狩）
母子家庭・父子家庭の方、離婚
を考えている方など
●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

「山の日」記念事業
黒岳ハイキング

　山の日を記念し、市指定文化財
である黒岳の自然杉を見学するハ
イキングを開催します。

８月11日㈯　８時～12時
集合場所／山神社駐車場（須山地

区）
小学４年生以上で、往復２時間
30分程度の登山ができる方
25人（先着順）
「山の日」を記念し、山岳協会
の協力で、市指定文化財「黒岳
の自然杉群落」を見学しながら
愛鷹連峰の黒岳ハイキングを楽
しみます。
50円（保険料、当日徴収）
飲み物、登山ができる服装、雨
具（かっぱ）
生涯学習課に電話で申し込むか、
メールで次の内容を明記の上、
送信してください。

　●件名▶黒岳ハイキング申込
　●内容▶参加する全員の氏名、

年齢、血液型、住所、電話番号、
緊急連絡先（氏名、参加者との
続柄、電話番号）
８月３日㈮
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

飛び出せ宇宙へ！
コズミックカレッジin裾野

　コズミックカレッジは、宇宙を
テーマにした科学教育を通して、
子どもたちが豊かな心を育むこと
を目的に行うプログラムです。
　ＪＡＸＡ宇宙教育センターの職
員から、地球や惑星の科学を学ん
だり、自分だけの水ロケットを
作って打ち上げたりします。

８月25日㈯　10時～16時
　※受付▶９時30分～

市民文化センター多目的ホール
小学３年生～中学生
100人（先着順）
新聞紙１枚、はさみ、昼食、飲
み物、タオル、帽子（野外での
実験・体験があります）、油性
マジック・シールなど（ロケッ
トの装飾を希望する方）
生涯学習センターで申込書に必
要事項を記入し、提出してくだ
さい。
８月15日㈬
●希望する方にお弁当を用意し
ます。申込時にお弁当代500円
をお支払いください。●保護者
の見学ができます。人数制限は
ありませんが、係員の指示に
従ってください。
生涯学習センター　992-3800

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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お知らせ

富士山須山口登山道を歩く

　富士山裾野ガイド協会会員が、
学習用テキストを使いながら解説
などを行います。

９月16日㈰　６時30分～17時
30分　※少雨決行、荒天中止
富士山周辺
小学５年生以上で10km以上歩
ける方
40人（先着順）
富士宮口五合目から、宝永火口
第二火口縁、須山口登山道（幕
岩上～須山御胎内）を経由して
水ケ塚公園まで歩きます。
2,000円（当日徴収）
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
生涯学習センター、商工会、須
山地区コミュニティセンターに
あ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。
※郵送、ファクス可
９月10日㈪
生涯学習課（富士山世界文化遺
産裾野市協議会事務局）

　994-0145　 992-4047
〒410-1102 深良435

静岡がんセンター
ボランティア説明会

　患者や家族に寄り添い、支援す
るボランティアを募集します。希
望する方は、説明会に参加してく
ださい。

８月31日㈮　14時～16時
県立静岡がんセンター（長泉町
下長窪）

郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号をはがきまたはファク
スに明記し、静岡がんセンター
に送付してください。

静岡がんセンター総務課
　企画人材班　989-5783

〒411-8777　長泉町下長窪
1007

８月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

４日㈯ パイピング横山
☎992-3329

５日㈰ 植松水道
☎992-4644

11日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

12日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

18日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

19日㈰ 工管設
☎993-1603

25日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

26日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

データバンク
７月１日現在

４日㈯ すその夏まつり
市民水泳大会

19日㈰ 環境美化活動

28日㈫ 市立小・中学校
２学期始業式

31日㈮ 富士登山道須山口閉山式

８月　カレンダー

人　口　52,371人	 （−5人）
　男　　26,616人	 （−7人）
　女　　25,755人	 （+２人）
世　帯　21,800世帯	（+16世帯）
内、外国人	 815人	466世帯

８月　税金・料金
納付期限：８月31日㈮

市県民税� 第２期分
国民健康保険税� 第２期分
介護保険料� 第２期分
水道料金・下水道使用料� 第３期分
後期高齢者医療保険料� 第１期分
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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月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 松原医院 962-1496 白銀町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

2㈭ 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

3㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

4㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

5㈰

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 守重医院 931-2511 我入道

江川

かとう内科医院 946-5562 大岡 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

鈴木医院 993-0430 佐野 白石医院 951-4593 市道町

6㈪ 今井医院 921-3211 五月町 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

7㈫ 森岡医院 962-1084 大岡 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

8㈬ 林医院 931-1120 住吉町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

9㈭ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

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

10㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

11㈯

永野医院 962-4450 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

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

12㈰

池田病院 986-1212 本宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山病院 963-4114 錦町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清水館医院 993-2323 茶畑 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

日 内 科 外 科 小児科

８月前期

13㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 フジ虎ノ門
(広域 )

0550-
89-7872 御川島田 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

14㈫ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

15㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

5㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733	 浅間本町

瀬尾眼科医院
933-9900	 市場町

ウスイクリニック
980-5580	 下土狩

なかがわ歯科
973-7777	 長沢

11㈯ 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

井関マタニティクリニック
952-4103	 八幡町

カシワ木歯科医院
993-6108	 茶畑

12㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100	 宮島

静岡医療センター
975-2000	 長沢

沼津市立病院
924-5100	 東椎路

中原歯科医院
993-3300	 佐野

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市　御御殿場市

●救急協力医の変更／７月31日㈫の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：森岡医院▶変更後：小林内科医院（921-2165　 米山町）
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●恋の川、春の町
著：風野真知雄　KADOKAWA

●燃える水
著：河合莞爾　KADOKAWA

●名探偵誕生　The Birth of the Detective
著：似鳥鶏　実業之日本社

●六月の雪
著：乃南アサ　文藝春秋

●贋作
著：ドミニク・スミス　訳：茂木健　東京創元社

一般書

●ねるじかん
作・絵：鈴木のりたけ　アリス館

●しんごうきょうだいのにちようび
作・絵：もとやすけいじ　絵本塾出版

●おしりどろぼう
作：陣崎草子　くもん出版

●フェルムはまほうつかい
文・絵：スギヤマカナヨ　原作：畠山重篤　小学館

●おっちゃん山
え：塚本やすし　さく：椎名誠　新日本出版社

児童書

●８月の行事予定
おはなしの会
	 11日㈯	 11時〜	 文化センター図書室
	 18日㈯	 14時30分〜	 本館１階おはなしのへや

親子おはなし広場
	 ７日㈫	 10時30分〜	 本館２階視聴覚室

ファーストブック・セカンドブック
	 15日㈬	 	９時〜12時	 本館２階視聴覚室
	 22日㈬	 13時〜16時	 本館２階視聴覚室

親子ふれあいデー
	 ８日㈬	 10時〜17時	 本館２階視聴覚室
	 16日㈭	 10時〜17時	 本館２階視聴覚室
	 24日㈮	 10時〜17時	 本館２階視聴覚室

夏休み特別映画会
	 11日㈯	 14時〜	 本館２階視聴覚室

なつやすみ 1 日図書館員
	 １日㈬	 	９時〜14時15分	 本館２階視聴覚室他

ビブリオバトル
	 25日㈯	 14時〜15時	 本館２階展示室

新刊おすすめ本

伊藤 優
ゆ き

希ちゃん
（２歳９カ月・岩波）

小川 遼
は る ま

真くん
（２歳７カ月・御宿新田）

上野 心
み す ず

鈴ちゃん
（２歳 7カ月・中丸上）

佐藤 博
ひろゆき

幸くん
（２歳 10カ月・トヨタ）

渡邊 菜
な な

南ちゃん
（３歳・南堀）

８月の休館日 ６日㈪・13日㈪・20日㈪
27日㈪

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.sus
ono.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
働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります
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次回の発行日は、８月31日㈮です。

今号は、「議会だより」がとじ込みされています。

７月７日　竹あかり七夕まつり
中央公園



目指すべき将来都市構造

特集１

立地適正化計画を策定
20年後の裾野市を考えてみませんか

市が抱える課題・今後の取り組み

　現在、市では高齢化に対応したまちづくりや、人口
減少の抑制および交流による活力の向上を必要として
います。また、商業施設などの民間施設を維持し、市
街地のにぎわいを創出するためには、継続して人口密
度の維持が求められています。
　今後、立地適正化計画に基づいて設定する都市機能
誘導区域に誘導施設を、居住誘導区域に住居を緩やか
に誘導して、市民の方が安心して元気に暮らすことが
できる質の高いまちを目指します。例えば「歩行空間
の整備による歩いて暮らせるまちづくり」や「民間活
力によるにぎわいの創出」などに取り組みます。

策定スケジュール

　市民の皆さんなどを対象とした説明会での意見や、
学識経験者・市民団体代表者などが参画する立地適正
化計画策定アドバイザリー会議の助言をもとに、昨年
度に作成した素案を修正します。パブリックコメント
を11月から12月まで行い、今年度末までに策定しま
す。

市民説明会を開催

　市民の方や事業者の方を対象に説明会を下記の日程
で行います。立地適正化計画や目指すべき将来都市構
造などについて、詳しく説明します。申し込みは不要
です。当日、直接会場へお越しください。

とき ところ
９月18日㈫  19時〜

市役所４階401会議室
 ９月28日㈮  19時〜
10月２日㈫  19時〜
10月10日㈬  19時〜
10月13日㈯  13時〜 市役所地下会議室
 ９月20日㈭  19時〜 須山地区研修センター２階大ホール
 ９月25日㈫  19時〜 深良コミセン２階大会議室
10月４日㈭  19時〜 富岡コミセン２階大会議室

　JR裾野駅周辺およびJR岩波駅周辺を拠点として市全体の魅力と利便性の向上を図ります。

　立地適正化計画は、誘導施設（医療・福祉施設、商業施設など）や住
居がまとまって立地するよう、公共交通と連携して持続可能なまちづく
りを目指すための計画です。都市全体の構造を見渡して「コンパクトシ
ティ＋ネットワーク」の考え方で、緩やかな誘導を図ります。

まちづくり課
995-1829

都市全体を見渡して…

■立地適正化計画のイメージ
立地適正化計画区域
＝都市計画区域

公共交通ネットワーク

出典：国土交通省資料を一部加工

市街化区域など
居住誘導区域
都市機能誘導区域

連 携

裾野市版コンパクトシティ・プラス・ネットワークの方向性
2つの拠点の特色を生かした

『ダイヤモンド富士型』都市構造による持続可能なまちづくり

※『ダイヤモンド富士』とは…富士山の山頂部と太陽が重なって生じるダイヤモンドが輝くような光景

多様な世代が交流する
ための機能誘導

職住近接のための戦略
的な機能誘導

郊外住宅・集落の生活利便性とコミュニティの維持
拠点と郊外部を結ぶバス路線の維持

岩波駅周辺の
利便性向上

（市民、従業者
の定住など）岩波駅周辺裾野駅周辺

すそのーるの見直し
などによる裾野駅周辺
へのアクセス強化

人
口
・
都
市
機
能
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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。

住宅改修に伴う減額措置

耐震改修に伴う減額措置
　別荘以外で昭和57年１月１日に存在する住宅に対
し、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。
提出書類／固定資産税減額申告書、住宅耐震改修証明

書または増改築等工事証明書、領収書および見積書
（耐震改修にかかる金額が分かるもの）、改修時の
家屋図面

省エネ改修に伴う減額措置
　別荘と貸家以外で平成20年１月１日に存在する住
宅（床面積280平方メートル以下）に対し、一定の要
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住宅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。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書、改修家屋の平面図、補助金を受けた方は補助金
の額が分かる書類

バリアフリー改修に伴う減額措置
　別荘と貸家以外で平成19年１月１日に存在する住
宅（床面積280平方メートル以下）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。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書または領収書および改修工事に係る明細書・改修
前後箇所の図面・写真

　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。着工前に税
務課にご相談ください。

税務課
995-1809
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住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象
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高齢者の認知機能
～認知症に関連した５つの機能～

　認知症で、もっとも多いアルツハイマー型認知症は、
記憶機能の低下から始まることが多いです。認知症に

ならないためには、認知
症になりかけの時に、低
下しがちな脳の機能を
しっかり使って脳の機能
を高めることが有効です。
脳の機能強化、維持を目
指しましょう。

記憶機能▶覚える・思い出す・学ぶ
　エピソード記憶を鍛えるためには、１日前の日記を
付けたり、昨日食べたものを全て思い出したりすると
よいでしょう。常に忘れそうなことを記憶しておこう
という意識を持つことが大切です。
注意機能▶集中力を高める・同時に複数のことを行う
　自分が興味を持てることを集中してやることが基本
です。てきぱきと作業をする、魚を焼きながら野菜を
切るなど物事を並行して行うなど、いくつも注意を払
いながら作業すると有効です。
言語機能▶言語を言う・言葉を理解する
　自分の生活で必要なこと、興味のあることをテーマ
に、それに関連するものの名前を材料にして訓練する
ことがお勧めです。園芸に関心のある人は花の名前、
魚の名前、県の名前など、声に出したり、書き出した
りしてみましょう。
視空間機能▶正常に物体や場所を把握する
　ゲームや、ジグソーパズルを組み立てる、何か手本
を見ながら図形を書き写す、逆さ文字を書いてみる、
間違い探しのクイズに取り組んでみましょう。
思考機能▶推測・社会的認知共感・表情理解する
　日頃からやっていることを順序だてて、物事の手順
を計画することを心掛けるとよいでしょう。例えば、
料理を作るとき、どういう手順でうまくできるか考え
てから実行してみましょう。

介護保険申請の理由　～認知症が突出～

　昨年度に市内で介護保険の申請をした理由を疾患別
で見ると、最も多かったのは認知症で505件でした。
次に多かったのは、脳血管疾患で243件、次いで骨関
節疾患が198件で、認知症が突出していました。

介護保険を申請した理由（平成29年度）

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。
　P５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

　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、地区サロンを活用しましょう。

0

100

200

300

400

500

600

そ
の
他

高
齢
に
よ
る
衰
弱

呼
吸
器
疾
患

精
神
疾
患

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

糖
尿
病

心
疾
患

が
ん

骨
折

骨
関
節
疾
患

脳
血
管
疾
患

認
知
症

505

243
198182

7186
33 32 2228 24

52

（件）

4
2018.8.1・15

健康的な生活で認知症予防
介護予防に地区サロンを活用しましょう

特集３



特集３

介護保険課
995-1821

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・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３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 深良地区コミュニティセンター 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） 市民

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
※その他、介護保険事業所で開催しているサロンがあります。
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／松寿院

幻想的で美しいハスの花

世界文化遺産となって５年目� ６月30日思いやりの大切さなどを学習� ６月26日

　初夏から咲き始めるハスの花。今年も深良の松寿院でハス池の花
が見頃を迎えました。つぼみの姿も魅力的ですが、開いた花は一つ
一つがとても大きく迫力を感じます。ハスの花は早朝に咲き、昼頃
には閉じてしまいます。早起きして、開花したハスの花を見ている
とすがすがしい気持ちになれます。

　富士山世界文化遺産登録５周年記念事業として、県富士山世界遺
産センターの落合徹副所長を講師として招き、講演会が行われまし
た。富士山をさまざまな視点から解説したあと、世界遺産センター
の見どころなどを紹介しました。

　小学1、2年生の児童を対象とした子ども人権教室が、千福が丘
小学校で行われました。児童たちは「人形劇」や「かるた」などを
通じて、相互に信頼し合うことの大切さ、弱い立場の人に対する接
し方などを６人の人権擁護委員から学びました。

Photograph ６月・７月

2018.8.1・15
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事故のない夏山シーズンを祈願� ７月１日

　富士山登山道須山口開山式が須山浅間神社で行われました。例年
になく好天に恵まれたこの日、100人を越える関係者が集まり、夏
山シーズン中の無事故を祈願しました。式典終了後、集まった登山
愛好家たちが富士山資料館へ向けて出発しました。

国内外の愛好家が裾野に集結� ７月８日

　日本３on３フロアボールフェスティバル大会2018が市民体育館
で行われました。フロアボールはアイスホッケーを体育館で行うス
ウェーデン発祥の新しいスポーツです。北欧や韓国、インドネシア
を含む国内外の男女37チームが集まり、交流大会を楽しみました。

園児がバスの洗車で大興奮� ７月10日

　富士急シティバス㈱本社営業所で、バスの乗り方教室が行われま
しました。参加した西幼稚園の園児は、渡辺所長からバスに乗るた
めのルールを教えてもらった後に、実際に乗車体験をしました。バ
スに乗りながらの洗車も体験し、園児は大興奮でした。

一輪車で世界の舞台に挑戦� ７月３日

　東中学校１年生の前田佳那さんが、第19回国際一輪車大会に出場
することを市長に報告しました。「不安はありますが、頑張ります」
と前田さん。大会には、トラックレースの部門で出場し、100メート
ルや800メートル、片足乗り、タイヤ乗りなど12種目に挑みます。

声援を力に変え熱戦� ７月１日

　婦人バレーボール大会が市民体育館で開催されました。行政区単
位で12チームが参加。観客からの声援を力に変え、選手たちは
「アタック、ブロック、レシーブ！」と声を掛け合い、どの試合も
白熱した試合になりました。１部リーグ優勝は須山チームでした。

約束を守って花火を安全に� ７月３日

　富士山南東消防組合による花火教室が富岡保育園で行われました。
年少から年長までの児童65人が参加。「大人とやる」「人に向け
ない」「水バケツを用意する」と消防士と約束し、１本ずつ花火を
やりました。消防士から安全な花火の遊び方を学びました。

Photograph 2018.６・７
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ローソン

交通規制図　17時～21時

富士山すその阿波おどり実行委員会事務局（木村）
090-1476-5659

【交通規制のお知らせ】
　当日は17時から21時まで会場で交通規制が行われます。区域内にバスが
入れないため、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。

●市内の連●
・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
●市外の連●
・東京天水連（東京高円寺）
・吹鼓連（東京高円寺）
・東林間連（神奈川県相模原市）
・伍楽連（神奈川県相模原市）
・湘南なぎさ連（神奈川県藤沢市）
・みずき・ガスター合同連
　（神奈川県大和市）
・笑星連（神奈川県大和市）
・大月合同連（山梨県大月市）
・喜楽連（神奈川県開成町）
・鳳連（東京都）
・ぬまづ連（沼津市）
・静岡連（静岡市）
・静岡小政連（静岡市）
・富士山するが連（富士市）
■各種催し物
　とき：15時～18時
　ところ：新道・みどり町商店街
　　　　　小柄沢公園内

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。
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と　き／
９月１日㈯ 
18時～20時30分
ところ／
裾野駅前中央商店街
※小雨決行



特集 5

　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27年４月２日から平成28年４月１日
までに生まれた幼児

４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

５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

　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／60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
※応募人数が10人に満たない場合は、複式学級また

は複々式学級になることがあります。

　入園の申し込み

　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３日㈪～６日㈭
　※受付時間▶９時～15時
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。

　入園児の決定

　各幼稚園とも定員を超えた場合は、抽選で入園児を
決定します。入園抽選会は９月20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11日㈫から19日㈬まで掲示します。

　入園面接

　各幼稚園で新規入園の入園面接を行います。申込時
に日時を予約してください。抽選会があった園は後日、
保育課から日時をお知らせします。
幼稚園面接実施日

幼稚園名 面接実施日

いずみ幼稚園
992-1683 10月10日㈬・11日㈭

西幼稚園
992-5200 10月16日㈫・17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18日㈭・19日㈮

富岡第二幼稚園
997-4155 10月10日㈬

須山幼稚園
998-0096 10月10日㈬

　預かり保育

　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。

　来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込受付期
間は９月３日㈪から６日㈭までです。保護者の方は、忘れ
ずにお申し込みください。 保育課

995-1822

9
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平成31年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９/３㈪～９/６日㈭



インフォメーション

Information

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の
受付や手続きの相談に応じます。

９月27日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
９月13日㈭

国保年金課　995-1813

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

県民の日
富士山資料館入館料無料

　富士山資料館では、県民の日を
記念し、入館料を無料にします。

８月21日㈫
開館時間／９時～16時30分

富士山資料館　998-1325

夏の環境美化活動
ごみの受け入れ

　各区で実施された環境美化活動
で出たごみの受け入れを行います。

８月19日㈰
　８時30分～11時30分

一般廃棄物最終処分場
●悪天候などの場合は、ごみの
受け入れを８月26日㈰に延期
します。延期する場合、広報無
線でお知らせします。

　●環境美化活動の実施・中止の
判断は、各区で行われます。
市民課地区振興係　995-1874

家具転倒防止対策補助金

　家具を固定し被害を少なくする
ための家具固定費用を一定額内で
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

　●世帯のいずれかの構成員が、
肢体不自由１級～４級または視
覚障害１級～４級で、障がい者
手帳の交付を受けている

　●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

　●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
平成31年１月18日㈮
助成は世帯につき１回限りです。
危機管理課　995-1817

　屋外広告物の設置を無制限に認めると都市や自然の景観が損なわれるなど、悪影響が懸
念されます。屋外広告物に対する意識高揚を図るため、第１回優良広告景観賞を実施しま
した。周辺のまち並みや自然景観との調和が図られた、優れた屋外広告物を表彰しました。
優良デザイン部門
最優秀賞　裾野セントラルホテル寿々木
優 秀 賞　天婦羅 よしだや
　　　　　新富士裾野工業団地協議会
奨 励 賞　藪工業株式会社
　　　　　自動販売機の色彩と景観
　　　　　（ひだまり歯科クリニック）
　　　　　いずみっこ公園
　　　　　南富士カントリークラブ
景観協力部門
　許可基準を満たし新たに設置、改修、または除却
した４つの屋外広告物に対し、景観協力感謝状を授
与しました。

【注意】
　屋外広告物を表示・掲出する場合は、許可が必要
です。表示・掲出をする前に、まちづくり課に必ず
ご相談ください。

まちづくり課
　995-1828

第１回優良広告景観賞受賞作品が決定
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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　

市民無料相談

８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

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

し尿・浄化槽汚泥の収集の休業

　次の期間は浄化槽清掃業者が休
業するため、し尿・浄化槽汚泥の
収集などができません。

８月11日㈯～15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
生活環境課　995-1816

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29日㈬
美化センター　992-3210

裾野御殿場ラグビー・
スポーツフェスティバル

　７人制女子ラグビーの大会「太
陽生命ウィメンズセブンズシリー
ズ 富士山裾野御殿場大会」が運
動公園で開催されます。大会に合
わせて、家族連れなどで楽しめる
スポーツイベントを開催します。

９月８日㈯・９日㈰
　10時～15時

運動公園
スポーツ体験コーナー（サッ
カー、ラグビー、ニュースポー
ツなど）、働く自動車の展示、
グルメコーナーなど
産業振興課　995-1825

●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。
上下水道工務課　995-1834

８年に１回、水道メーターを更新　８月20日㈪～９月３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。
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インフォメーション

Information

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

農地パトロールの実施

　農業委員会では、市内の荒廃農
地を早期発見・解消することを目
的に農地パトロールを実施します。
耕作されていない農地で、草刈な
どの維持管理が十分でない場合は、
荒廃農地と判断され、固定資産税
の課税強化の対象となる可能性が
あります。農地を所有している方
は、農地の確認・適正な管理をお
ねがいします。

８月中旬～10月末
市内全域
農林振興課　995-1823

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23日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和23年８月２日～９月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具
対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

フードドライブ
（食品寄付活動）に協力を

　県内で食べるものがなくて困っ
ている方々へ寄付するため、家庭
や職場などで余っている品質に問
題ない食品を集めます。

８月31日㈮まで
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日を除く

生鮮食品、酒類（アルコールの
入った飲料、食品）以外の未開
封の食品で、賞味期限が平成
30年11月以降のもの

寄付の方法／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。
おかずになる保存食品（缶詰、
びん詰めなど）やレトルト食品
などが喜ばれます。
社会福祉課　995-1819

J-ALERT の全国一斉
情報伝達試験

　地震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”を用いて情報伝達試験
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。その他全
国一斉にさまざまな手段で、情報
伝達試験が行われます。

８月29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

３×３バスケットボール大会

８月26日㈰ 　９時～16時
市民体育館

参加部門／小学生の部、中学生の
部、高校生以上の部

チーム編成／１チーム３～５人以
内 ※男女混合可
各１人500円（保険料を含む）
バスケットボール協会へメール
でお申し込みください。
８月12日㈰
バスケットボール協会（尾崎） 
090-3511-8950
lexus_osaki@yahoo.co.jp

ホストファミリー

　９月30日㈰に市民文化セン
ターで開催されるオーストラリア
ンフェアにあわせ、姉妹都市オー
ストラリア フランクストン市か
らの訪問団が当市に滞在します。
ホストファミリーを募集します。

９月27日㈭～10月１日㈪の４
泊５日
オーストラリアンフェアの会場
への送迎や滞在場所・食事の提
供など
海外友好協会またはシビックプ
ライド推進室にある申込書に必
要事項を記入し、海外友好協会
に提出してください。 ※ファ
クス・メール・郵送可
８月31日㈮
謝礼などの支給はありません。

海外友好協会　993-9695
　※受付▶㈪㈬㈮13時～16時

info@sofa-jp.org
〒410-1118 佐野921-3

12
2018.8.1・15



お知らせ

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20日㈪～31日㈮

学校給食センター　992-6868

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町にある
中小企業に勤めている方とその
事業主の方●個人入会▶２市２
町に住んでいて、中小企業に勤
めている方か中小企業の事業主
の方（企業の所在地は２市２町
内外を問いません）
●提携施設サービス▶商店や遊
園地など約170施設の利用料金
の割引・補助券の発行●イベン
ト事業▶日帰りバスツアーやゴ
ルフ大会などのイベントへの会
員料金での参加●給付事業▶慶
弔金の支給や人間ドック費用の
助成
●入会金▶１人につき1,000円

　●会費（月額）▶１人につき
1,000円
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

　産業振興課　995-1857

ゲートキーパー養成講座

　身近な人のこころの不調を示す
サインに気づき、声をかけたり話
を傾聴することができる方（ゲー
トキーパー）を養成します。

９月27日㈭
　13時30分～15時30分

福祉保健会館3階研修室
市に住民登録がある方
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〔てらだ医院院長〕）
●保健師による声のかけ方や聞
き方のポイントの講話・傾聴の
実践を含めたロールプレイ
９月14日㈮
すその健康マイレージ対象です。

健康推進課　992-5711

ふじのくに芸術祭 2018

　９月から12月まで県内で開催
されるふじのくに芸術祭2018の
参加者や作品を募集します。

●美術部門▶芸術展・写真展
（合同開催）、書道展

　●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

　●生活文化部門華道展
生涯学習センターにある募集要
項 ま た は ふ じ の く に 芸 術 祭
2018のホームページを確認し、
応募してください。
県文化政策課　054-221-2254

職種／幼稚園長
若干名

受験資格
　次の全ての要件を満たす方
●昭和29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
31年３月31日現在、２年以
上の管理職（園長、校長、副
校長、教頭など）の経験があ
り、正規教諭などの経験を含
めて15年以上の正規教育職
の経験がある方 ※学校教育
法第９条と地方公務員法第
16条の欠格事項に該当する
場合は受験できません。

申込書・案内書の配布
８月24日㈮まで
市役所３階人事課

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24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／書類選考します。

合否の結果は、申込期間終了
後２週間以内に通知します。

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

平成31年度採用　任期付職員（幼稚園長）を募集
申し込みは８/24㈮まで
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活動量計を活用した運動事業

10月２日㈫・16日㈫９時～９
時30分、10月23日㈫13時30
分～16時、11月６日㈫９時～
９時30分、11月13日㈫９時～
10時（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
８月28日㈫～９月18日㈫
すその健康マイレージ対象です。

健康推進課　992-5711

駿東地域職業訓練センター
９月講座

●技能講習▶フォークリフト運
転技能講習（最大荷重１ｔ以
上）、ガス溶接技能講習、車両
系建設機械運転技能講習（整
地・運搬）●特別教育・安全衛
生教育▶伐木作業の安全衛生講
習（中小径木対応）、刈払機取
扱作業者安全衛生教育●受験対
策▶機械系保全作業技能検定対
策講座●パソコンコース▶パソ
コン入門、ワード基礎、エクセ
ル基礎、ワード活用、エクセル
活用、パワーポイント基礎、デ
ジタルカメラ、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、夜間パソコン
財務会計、夜間アクセス基礎、
夜間パワーポイント基礎、夜間
イラストレーター基礎●カル
チャーコース▶アロマ教室、手
作り木綿ぞうり教室、フラワー
アレンジメント、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

二市一町地域防災指導者
（防災士）養成講座

　裾野市と御殿場市、小山町で合
同開催します。

10月３日㈬・６日㈯・10日
㈬・20日㈯・27日㈯、11月３
日㈯・10日㈯
御殿場市印野支所１階多目的

ホール（御殿場市印野）
市内に住んでいるか通勤・通学
している方
36人
最新の防災情報や知識を学び、
地域防災指導者（防災士）の資
格を取得します。

講師／常葉大学教授
8,000円（防災資格取得試験
料・登録料）
８月20日㈪
防災資格取得試験の受験には、
平成27年10月以降に修了した
普通救命講習修了証が必要です。
未受講者には、別途案内します。

危機管理課　995-1817
992-4447
bousai@city.susono.shizuo
ka.jp

※広報すその７月15日号13ページのカレンダーと、市政カレンダーに記載された「市立小・中学校２学期始業式」の日付
に誤りがありました。おわびして訂正します。正しくは、８月27日㈪です。

９月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

２日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

８日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

９日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

15日㈯ 杉山産業
☎992-1131

16日㈰ 山崎設備
☎997-6766

17日㈪ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

22日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

23日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

24日㈪ ㈱中川商店
☎993-1555

29日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

30日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

８月17日㈮
～９月21日㈮ 市議会９月定例会

１日㈯
防災の日、
富士山すその阿波おどり
大会

２日㈰ 総合防災訓練

８日㈯ 敬老会

15日㈯
・16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１日㈪

国民健康保険税	 第３期分

介護保険料	 第３期分

後期高齢者医療保険料	 第２期分
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Health

健康相談・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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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30年２月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

21日㈫
13:00〜13:30

平成29年１月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

９日㈭
13:00〜13:15

平成28年２月
生まれの方

３歳児
健康診査

23日㈭
13:00〜13:30

平成27年７月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ７日㈫※ 17:00 〜 19:30
14日㈫※  9:00 〜 11:30
21日㈫　 13:00 〜 15:30
29日㈬※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

８月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
６・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

成人
健康相談

20日㈪
13:00〜15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

６日㈪
13:00〜15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

24日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

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 月 火 水 木 金 土

外科 内科 整形 整形

整形・内科 整形 内科 内科 内科 整形 整形

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 外科 内科 内科 内科

整形 内科 内科 内科 整形 内科
※５日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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９月14日㈮・28日㈮、10月12
日㈮･26日㈮、11月９日㈮･22
日㈭、12月７日㈮、21日㈮

　９時30分～11時　※１回目は
９時15分～、４回目は～12時
福祉保健会館１階健康ホール
市に住民登録のある20歳以上
の方で、過去に健康推進課主催

運動教室に参加したことがない
方や生活習慣改善に関心のある
方で、８回全てに参加できる方
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
８月31日㈮

健康推進課　992-5711

初心者のための体操教室　３人１組で生活習慣の改善に取り組みましょう
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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 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈮ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

18 ㈯ さとやま
クリニック 939-8031 東原 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈰

森医院 966-2017 石川 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

森岡医院 962-1084 大岡 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

20 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 香貫医院 931-2465 本郷町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

21 ㈫ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈭ 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

24 ㈮ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 西方外科医院 921-1333 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 西島病院 922-8235 大岡 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

26 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 東医院 921-5520 高沢町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 田中医院 921-2053 高島町

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

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

８月後期

27 ㈪ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

28 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 青木整形外科医院 922-0521 高島町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

29 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈭ 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

31 ㈮ やぐち内科・循環器科
クリニック 973-3811 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

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

19 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

木村眼科
967-4611 原

聖隷沼津病院
952-1000 松下

中里歯科医院
976-1818 伏見

26 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

本多眼科医院
931-1519 御幸町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

●救急協力医の変更／８月１日㈬の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：柿田川医院▶変更後：杉山医院（972-3223　 伏見）
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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㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

２㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 守重医院 931-2511 我入道
江川

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

３㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 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 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

５㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 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

６㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

７㈮ 小林医院 966-7700 今沢 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

８㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

９㈰

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

杉山医院 972-3223 伏見 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 992-0028 平松 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

10 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

11 ㈫ 森医院 966-2017 石川 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

18
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈬ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

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 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

15 ㈯ 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

９月前期

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

２㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

西島歯科医院
988-3162 納米里

９㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

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

服部歯科医院
992-0011 佐野

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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大ホールひとりじめ
スタインウェイを弾こう

　反響板とコンサート照明が設置されている大ホー
ルの舞台で、ピアノの名器であるスタインウェイ
（Ｄ-274）や自分の楽器（アコースティックのみ）
の演奏ができます。

と　　き／８月18日㈯、９月17日㈪ ９時～21時
　※25分１区分で１日最大４区分まで申し込み可
料 　　金／１区分　1,000円
申し込み／市民文化センターへお申し込みください。
　　　　　※電話可

渡邉 咲
え な

愛ちゃん
（２歳 11カ月・公文名二）

森本 湊
そ う た

太くん
（２歳５カ月・上町）

嘉藤 碧
あ い と

人くん
（２歳６カ月・上城）

森田 爽
そうたろう

太郎くん
（１歳 11カ月・水窪）

大塚 光
み つ き

稀ちゃん
（２歳８カ月・佐野本宿）

●９月の行事予定
おはなしの会
 １日㈯ 14時30分〜 本館おはなしのへや
 15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・セカンドブック
 19日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 26日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 12日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 20日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 28日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

小学生チャレンジ広場
 29日㈯ 10時〜11時10分 本館２階視聴覚室

●鈴木図書館ホームページでも随時情報を
　発信しています。

https://www.lib100.nexs-service.jp/susosno/

９月の休館日 ３日㈪・10日㈪・18日㈫・25日㈫・27日㈭
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思いやりの心で、住みよいまちをつくります
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特集１

東京2020自転車ロードレース（男子）のコースに当市も
１都３県１政令指定都市14市町村を通るコース決定

産業振興課
995-1825

●コースの特徴

　武蔵野の森公園をスタートし、東京都、神奈川県、山梨県、静岡
県内（裾野市、御殿場市、小山町）を通り、富士スピードウェイで
ゴールします。コース総距離は男子が約244km、女子が約147km
です。獲得標高は男子が約4,865m、女子が約2,692mと過去最大
になります。男子の市内のコースは、須山地区の中心地から水ヶ塚
公園付近までコースの中で最大の標高差約900mを登ります。選手
にとっては過酷で、観戦者にとっては見ごたえのある区間です。

●男子のコース詳細

スタート：武蔵野の森公園　ゴール：富士スピードウェイ
総距離：約244km（スタート後10kmはパレード走行）、獲得標高：約4,865m　　　　　　　東京2020

　2020年に開催される、東京オリンピックの自転車競技のロードレースのコース
が決定しました。 男子のコースは、須山地区の国道469号や富士山資料館付近な
どを走行するコースです。裾野からオリンピックを盛り上げましょう。

相模湾

東京都

神奈川県

山梨県

静岡県

富士山

10Km 3600330030002700240021001800150012009006003000標高(m)

©Tokyo 2020  ©2018 ZENRIN CO., LTD.

本コースについては、大会運営上の事由等により、変更される場合があります。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分1地方図、2万5千分1地形図及び電子地形図25000を使用した。（承認番号 平29情使、第444-507号）
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ（標高）を使用した。（承認番号 平29情使、第445-276号）

山中湖

ロードレース（男子）コース

武蔵野の森公園

富士スピードウェイ

km0

道志みち
（山伏トンネル）

1121m

富士山麓
（須山地区）

1451m

籠坂峠
1111m

三国峠
1171m

Ceremonial start

km0 Official start

Finish
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花畑は市民の皆さんの手で

　菜の花やコスモスなどの花畑は、パノラマロードを
花でいっぱいにする会を中心に、企業や市民の皆さん
と一緒に種まきや草取りなどを行って作り上げていま
す。花畑だけでなく、道路脇にスイセンや、アジサイ、
彼岸花も市内団体など市民の皆さんによって植栽され、
年間を通して来訪者を楽しませてくれます。

コスモスまつり

　富士山の麓一面に広がるコスモス畑を楽しむことが
できます。

９月15日㈯～24日㈪
パノラマ遊花の里（梅の里・ヘルシーパーク裾野入
口） ※駐車場は無料です。

イベント開催
９月15日㈯・16日㈰

　９時～15時
販売ブース、ステージ

　イベントなど
観光協会　992-5005

第8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管理する
畑に咲く花と富士山の写真をご応募ください。
撮影対象／パノラマロードを花でいっぱいにする会が

栽培管理する菜の花畑・コスモス畑と富士山　※同
会が管理する畑に咲く花やパノラマロード沿いに咲
く花も対象です。必ず富士山も写してください。

応募作品／●平成29年１月１日以降に撮影されたも
の●未発表作品で、他に発表予定のないもの●カ
ラーの2L・キャビネプリントで単写真

応募方法／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、直接または郵送でパノラマロー
ドを花でいっぱいにする会事務局（農林振興課）に
提出してください。

応募締切／11月30日㈮必着
賞／●最優秀賞▶︎１点（賞金１万円）●優秀賞▶︎２点

（賞金５千円）●入選▶︎５点以内（賞品）
その他／人物の肖像権などについては、応募時に応募

者が了解を得ているものと判断します。

農林振興課
995-1823

　東名裾野インターから車で10分。ヘルシーパーク裾野入口付
近の一帯は、“パノラマ遊花の里”と名付けられ、遊休農地に菜
の花やコスモスなどの景観作物が植栽されています。
　今年も約20,000平方メートルの畑に、コスモスの種をまきま
した。９月中旬から下旬にかけて、白、赤、ピンク、オレンジ、
黄色など色とりどりのコスモスの花が見ごろを迎えます。

秋：コスモス畑

コスモスの種まきイベント（７月14日㈯）

春：菜の花畑

夏：アジサイ
3
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花と富士山の絶景 ～パノラマ遊花の里～
９月にコスモスが見頃に
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10/１以降の新保険証はフジ色になります

　現在、使っているクリーム色の保険証の有効期限は
９月30日㈰です。新しい保険証はフジ色です。
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７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送り
ます。

国保税滞納者には短期者証、資格証明書を交付

　国保税を滞納している方には、有効期限の短い国民
健康保険短期被保険者証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
　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

国保税を滞納すると制度の利用が制限されます

　資格証明書の交付を受けた方が医療機関などにか
かったときは、医療費の全額を医療機関などに支払う
必要があります。支払った後、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
分は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階税務課へご相談
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。

税務課　995-1811

～引っ越しや就職などをしたら届け出が必要～
　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

国保年金課国保係
995-1814

　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。
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国民健康保険証の更新時期です！
10/1㈪から新しい保険証を使用してください



特集４

第４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！　裾野がもっと好きになる。

“すそのおんぱく”で
裾野の魅力を再発見

　当市は、世界文化遺産富士山の麓に広がるまちで、
構成資産の須山浅間神社や富士山が美しく見えるパノ
ラマロードなどがあります。豊かな自然と文化が共存
しています。裾野の良さ・魅力を市内外の方に伝え、
裾野ファンを増やすことを目的に“すそのおんぱく”
を開催します。
　“すそのおんぱく”では、「裾野を味わう」「体験
／交流」「裾野を知る」「くらしを豊かに」の４つの
分野のプログラムを開催します。参加して、「裾野」
の魅力を再発見してみませんか？

10月６日㈯～28日㈰
　※プログラムによって開催日が異なります。

初秋の市内を巡る昼食付きのノルディックウォーキ
ングや街歩きなど、季節に合ったプログラムを用意
しています。また、旧植松家住宅で着物を着て笑っ
たり、富士山塊の坂道を自転車で走ったりするプロ
グラムなど裾野らしさ満載の約30のプログラムを
開催します。

　プログラムについての詳細は、産業振興課や観光協
会などで配布しているすそのおんぱくパンフレット
やすそのおんぱくホームページをご覧ください。
電話またはメール、おんぱくホームページの申し込
みフォームで各プログラム提供者にお申し込みくだ
さい。定員に達し次第、申し込みを締め切ります。
電話▶︎９月７日㈮～

　メール、おんぱくホームページ▶︎９月８日㈯～
プログラムへの参加には、原則として費用がかかり
ます。
https://shizuoka-onpaku.jp/sus
ono/

４つの分野のプログラム

産業振興課
995-1825

　「おんぱく」は、「温故知新博覧会」の略称で、今その地域にあるモノ・
コト・ヒトなどの資源を新しい視点で活用した体験型観光プログラムを開発
し、提供するイベントです。定員10人程度の小規模なプログラムを集中的
に短期間で実施することで、より効果的にその地域の魅力を伝えます。
　第４回すそのおんぱくを10月６日㈯から28日㈰まで、市内各地で開催し
ます。参加して裾野の魅力を再発見しませんか。

裾野を味わ
う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに

須山「農家食堂」
裾野を味わ

う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに 伝統芸能×日本酒講座

裾野を味わ
う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに

ブラタグチ

裾野を味わ
う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに

※写真は第３回の様子です。

ヘルシースナッキング
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９月９日は救急の日
救える命を救うために

その119番本当に緊急？
～救急車の適正利用にご協力を～

　近年、救急要請が全国的に増加しています。昨年中
の管轄地域における救急出動件数は8,691件で、搬送
人員は7,801人でした。これは、１日平均23.8件出動
し、約26人に１人の割合で搬送したことになります。
出動件数は、当市2,146件、三島市4,966件、長泉町
1,579件です。事故種別では、急病が最も多く5,222
件、次いで転院搬送1,232件、一般負傷1,227件の順
となっています。また、高齢者の搬送状況は4,577人
で、搬送人員全体の52.7％を占めています。
　救急車は緊急性のある患者を迅速に医療機関に搬送
するための車両です。尊い命を救うために救急車の適
正な利用が必要です。

■昨年の傷病程度別搬送人員の状況

症状の緊急度を素早く判定。救急車を呼ぶ目安に！
～救急受診アプリ「Q助」を活用しましょう～

　急な病気やけがをしたとき、
どうすればよいか迷ったことは
ありませんか。総務省消防庁で
は、市民の皆さんの判断を支援
する救急受診アプリ「Q助」を
提供しています。

主な機能
　このアプリは、該当する症状などを画面上で選択し
ていくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。
●今すぐ救急車を呼びましょう
●できるだけ早めに医療機関を受診しましょう
●緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう
●引き続き、注意して様子をみてください
の、４段階のアドバイスを行います。
　その後、119番通報するか、医療機関および受診手
段の検索を行うことができます。

利用方法
　ウェブ版・スマートフォン版アプリから利用できま
す。詳しくは総務省消防庁ホームページをご覧くださ
い。

http://www.fdma.go.jp/neu
ter/topics/filedList9_6/kyuk
yu_app.html

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

　救急業務と救急医療に対し、正しい理解と認識を深めることを目
的に「救急の日」を定めています。救える命を救うために救急車の
適正な利用や、心肺蘇生法による救命措置が大切です。

講習会に参加しませんか？
～普通救命講習会の参加者募集～

　AED（自動体外式除細動器）を使った心肺蘇
生法の習得をします。費用は無料です。

９月29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

全国版救急受診アプリ

症状の緊急度を素早く判定 !!!
救急車を呼ぶ目安に !!!
症状の緊急度を素早く判定 !!!
救急車を呼ぶ目安に !!!

スマートフォン用アプリ 総務省消防庁「Q助」案内サイト
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/
filedList9_6/kyukyu_app.html

消防庁では、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判
定プロトコルver.２（家庭自己判断）をもとに全国版救急受診アプリ「Q助 きゅーすけ」を作成しました。

総務省消防庁

消防庁では、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判
定プロトコルver.２（家庭自己判断）をもとに全国版救急受診アプリ「Q助 きゅーすけ」を作成しました。
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お知らせ

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

富士山すその三大花まつり2018

　市北部（須山地区）では、９月
初旬から中旬にかけて３つの花畑
が見頃を迎え、花まつりが開催さ
れます。壮大な富士山のロケー
ションを背に広がる美しい花畑で
す。３つの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15日㈯～24日㈪
　イベント日時　９月15日㈯～

16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）
観光協会　992-5005

●そばの花まつり
９月15日㈯～16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８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
産業振興課　995-1825

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20日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和23年９月２日～10月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具
対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

市立水泳場イベント

　アクアビクスや講習会、水遊び
遊具などを配置した「プレイゾー
ン」、ヨーヨーすくいなどができ
る「こども縁日」など水に親しむ
ことができます。水着をお持ちに
なり、お越しください。

９月15日㈯　９時～13時
市立水泳場
●アクアビクス、SUP（サップ）
体験▶︎先着順に参加できます。

　●着衣泳講習会、救急救命講習
会▶︎９月８日㈯までに市立水泳
場へお申し込みください。

　●プレイゾーン、こども縁日、
ストラックアウト、水上ゴザ走
り、50m記録測定会▶︎自由に
参加できます。
大人200円、子ども100円
市立水泳場（～９月10日）

　992-0707
　運動公園（９月10日～）
　997-7277

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。
●相川管工

御殿場市新橋1819-2
0550-84-0352

●有限会社村松設備
富士宮市大岩356-7
0544-22-4388
上下水道工務課　995-1834

福祉保健会館改修工事

　福祉保健会館では、12月まで
外壁改修工事を行っています。会
館利用に支障はありませんが、工
事用の足場を設置し、工事用車両
が通行します。安全確保のため交
通誘導員が通行を規制することが
ありますが、ご理解ご協力お願い
します。

健康推進課　992-5711

空き家などの適切な管理を
お願いします

　「空家等対策の推進に関する特
別措置法」で、空き家の所有者な
どは、周辺の生活環境に悪影響を
及ぼさないよう適切な管理に努め
るとされています。
　空き家を放置すると、倒壊の危
険、放火の誘発、害虫の発生、不
審者の侵入などで周辺住民に不安
や迷惑を与えます。長期間空き家
にする場合は、近隣や地元区など
へ連絡先を知らせてください。早
期に状況を把握することにつなが
ります。

まちづくり課　995-1856

Information
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インフォメーション

Information

住宅確保要配慮者専用
賃貸住宅への改修費補助金

　民間賃貸住宅や空き家を改修し
て、住宅確保要配慮者の専用賃貸
住宅にする場合に補助金が受けら
れます。
補助金額／改修工事費用の1／3

以内（限度額：50万円／戸）
　※耐震改修工事などを実施する

場合50万円／戸が加算されま
す。
平成31年２月28日㈭
スマートウェルネス住宅等推進
事業室　03-6265-4905

オーストラリアンフェア

　姉妹都市オーストラリアのフラ
ンクストン市から訪問団が訪れ、
お祭りを開催します。オーストラ
リアの文化に触れ、交流を深めて
みませんか。

９月30日㈰　10時～15時
市民文化センター多目的ホール
ブーメラン製作コーナー、オー
ストラリアの飲食物販売コー
ナー、ステージイベント（ダン
ス・バンドの演奏）など

●ボランティア募集
　オーストラリアンフェア前日と
当日の運営や、通訳のボランティ
アを募集しています。

大学生以上の方
９月17日㈪

海外友好協会　993-9695
　※受付▶㈪㈬㈮　13時～16時

info@sofa-jp.org

9/10 は「下水道の日」
キャンペーンを実施

　９月10日㈪は「下水道の日」
です。下水道の役割や重要性など
について理解・関心を深めるため
の記念日です。

９月10日㈪　17時30分～18時
30分
マックスバリュ裾野茶畑店
PRグッズなどの配布
上下水道経営課　995-1836

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。
戦略広報課　995-1802

　平成30年10月１日を基準日
として、住宅・土地統計調査が
行われます。この調査は、住生
活に関するさまざまな施策のた
めの基礎資料を得るために、統
計法に基づいて行う基幹統計調
査です。ご協力をお願いします。

企画政策課 　995-1804

調査の対象
　統計上の定められた方法で無
作為に抽出された世帯（市内約
1,800世帯）

調査の方法
　９月上旬から統計調査員が対
象世帯を訪問し、お知らせや調
査票を配布します。回答はイン
ターネットで行うか、10月１
日㈰以降、調査票を調査員へ提
出してください。

調査の内容
・住宅などに関する事項（居住

室の数や広さ、敷地面積、建
築時期、床面積、家賃など）

・世帯に関する事項（世帯構成、
通勤時間、現住居に入居した
時期、前住居に関する事項な
ど）

結果の利用
　国や地方公共団体の住生活基
本計画の成果指標、耐震性や防
火性などの住宅性能水準の達成
度や空き家の実態把握などに幅
広く利用されます。

個人の情報は守られます
　調査票の回答内容は統計法に
基づき厳重に保護されます。統
計法では正確な統計を作成する
ため、調査に回答する義務が定
められています。

平成30年住宅・土地統計調査
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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。

９月７日㈮、10月12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

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18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
リートークなど
市民生委員児童委員協議会

　997-2031

浄化槽パトロールを実施

　市では、家庭からの生活排水に
よる河川への負荷を軽減するため、
合併浄化槽の整備、普及を進めて
います。
　浄化槽の適切な維持管理がされ
ているか確認するため、浄化槽パ
トロールを行います。身分証明書
を携帯した浄化槽協会会員または、
市長許可清掃業者が住宅を訪問し
ます。在宅である必要はありませ
んが、敷地内に立ち入る場合もあ
ります。ご協力をお願いします。

平成31年２月28日㈭
生活環境課　995-1816

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

とき ところ

９月19日㈬
三 島 市 保 健 セ ン
ター（三島市南二
日町）

９月20日㈭ 東部総合庁舎（沼
津市高島本町）

対応者／委嘱を受けた非常勤の精
神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など

県東部健康福祉センター
　福祉課　920-2087

すそのスタイルvol.10発行 　　

　テーマは「やっぱり富士山が好
き。」です。vol.１からvol.９ま
で反響の大きかった話題や情報を
セレクトして紹介します。
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 .1～9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

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
の設置希望者を募集します。
設置期間／10月１日㈪～平成31

年３月31日㈰
市内に住んでいる電話番号表示
サービスを利用している方で、
アンケートに協力できる方
25世帯　※応募者多数の場合
は抽選
各家庭に回覧した申込用紙に必
要事項を記入し、送付するか、
産業振興課でお申し込みくださ
い。
９月21日㈮
産業振興課　995-1857

家族のための
精神保健福祉講座

10月３日㈬・12日㈮・19日㈮、
11月２日㈮　13時30分～16時
県東部総合庁舎（沼津市高島本 
町）
こころの病気（主に統合失調症）
を持つ方の家族で、東部保健所
管内に住んでいるか通勤してい
る、原則４回参加できる方
30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３日㈪～28日㈮

県東部保健所福祉課
　920-2087
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インフォメーション

Information

かんがい施設遺産
深良用水上郷堰

せぎ

めぐり

　世界かんがい施設遺産登録４周
年を記念して、岩波から佐野まで
黄瀬川に沿って深良用水上郷地区
の堰をめぐります。

10月13日㈯　13時30分～
　（150分程度）　※荒天の場合

は14日㈰９時15分～
集合場所▶︎いわなみキッチン 
解散▶︎市役所
７km程度歩ける方
25人（先着順）
カロウト堰・大洞堰・古堰・文
化センター深良用水特別展示
室・佐野堰（中郷）・中央公
園・富沢堰（富沢穴堰）などを
見学し、各堰のかんがいエリア、
地形の特性などを解説します。

講師／田口建一さん（市文化財保
護審議委員）
50円（保険料、当日回収）
街歩きに適した靴・帽子・服装 
飲料水・雨具
生涯学習課に電話で申し込むか、
メールで次の内容を明記の上、
送信してください。

　●件名▶︎堰めぐり申込
　●内容▶︎参加する全員の氏名、

住所、電話番号、生年月日
９月７日㈮～10月５日㈮
集合場所に駐車場はありません。
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

高齢者安全運転研修
「動画ＫＹＴ研修」

11月22日㈭
　午前の部▶︎10時～12時
　午後の部▶︎13時30分～15時30

分
生涯学習センター学習室２
市内に住んでいる65歳以上の
方で運転免許証をお持ちの方
各部20人（先着順）
実際の運転に近いCG動画映像
を見ながら、瞬時の認知・判断
を行うなどのKYT（危険予測
トレーニング）研修を行います。
筆記用具
９月４日㈫～20日㈭

危機管理課　995-1817

あすなろ囲碁教室（後期） 　　

　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。

10月６日・13日・20日・27日、
11月３日・10日・17日・24日、
12月１日・８日・15日・22日、
１月５日・12日・19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必要
事項を記入し、受講料を添えて
お申込みください。
９月８日㈯９時～23日㈰17時
東西公民館　992-6677

聞こえのサポート講座

　学校や職場、地域での集まりで
聞き取りにくい、仲間との会話に
入れないなど聞こえに不自由を感
じている方はぜひご参加ください。

①９月15日㈯②10月20日㈯ 
　13時30分～16時30分

三島市社会福祉会館（三島市南
本町）
聞こえに関心のある方
①講演／補聴器の今、そしてこ
れから（講師▶︎中川良雄さん）　
②補聴援助システムについて、
質疑応答、閉講式

特定非営利活動法人　静岡県
中途失聴・難聴者協会

　090-7850-1887（西井）

市民ソフトボール大会
参加チーム

10月14日㈰　８時30分～
総合グラウンドなど
市内の１行政区単位の男女の
チーム（学生を除く） ※同じ
地区体育委員会内の複数行政区
でチーム編成可
１チーム2,000円
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加費を
添えて、提出してください。
９月30日㈰
10月５日㈮19時から生涯学習
センター学習室１で監督者会議
を行います。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
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お知らせ

タッピングタッチ講座

　タッピングタッチは指先の腹を
使い、ゆったりとしたリズムで
タッチするケアの手法です。道具
は必要ありません。

９月16日㈰、10月28日㈰、11
月18日㈰　10時30分～12時
市民文化センター21・22会議室
15人（先着順）
インストラクター資格取得の一
段階として、タッピングタッチ
協会の基礎講座Ａを学びます。
受講料1,050円、教材費500円
筆記用具

生涯学習センター  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（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）、
建築大工技能検定対策講座●パ
ソコンコース▶︎パソコン入門、
ワード・エクセル基礎、ワー
ド・エクセル活用、デジタルカ
メラ、イラストレーター基礎、
アクセス基礎、夜間パソコン入
門、夜間ワード・エクセル基礎、
夜間ワード・エクセル活用、夜
間パワーポイント基礎、夜間ア
クセス基礎、夜間イラストレー
ター基礎●カルチャーコース▶︎
アロマ教室、手作り木綿ぞうり
教室、フラワーアレンジメント、
絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

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。
①10月５日㈮②12月７日㈮

　13時15分～15時45分
中郷公民館中郷文化プラザ２階
多目的ホール（三島市梅名）
保育士や子育て支援員などの資
格取得を目指す方
60人
①保育士や子育て支援員などの
資格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
申込書に必要事項を記入し、
メールまたはファクス、郵送で
㈱東海道シグマに提出してくだ
さい。
９月５日㈬
保育課　995-1822

　㈱東海道シグマ　054-272-0206
〒420-0857　静岡市葵区御幸
町８-１　ＪＡＤＥビル６階
054-252-3001
kyoiku@tokaido-sigma.jp

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

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　※初回に徴収
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。
９月30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。
市民体育館教室係　993-0303
〒410-1113　稲荷24

　動作の改善が目的で、ダイエットや姿勢改善、競技力向上などが期待できるトレーニングマシンです。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

火曜日
10:30～12:00

10月16日
N4301

認知動作型トレーニングマシン未
経験者の方

19:00～20:30 N4302

木曜日
13:30～15:00

10月18日
N4303

19:00～20:30 N4304
金曜日   9:00～10:30 10月12日 N4305

フォロー教室 火曜日   9:00～10:30 10月16日 N4306 はじめて教室修了者の方
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インフォメーション

Information

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29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８日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342

陶芸講座受講生

土日コース▶︎９月29日㈯・30
日㈰

　平日コース▶︎11月６日㈫・７
日㈬

　各日とも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

　※親子でも参加できます。
10人（先着順）
食器や小物などを作ります。
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４日㈫９時～17日㈪19時
東西公民館　992-6677

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

Q インターネットで海外旅行を申し込み、お金
を払ったが行けなくなった。キャンセルした

いが電話がつながらない。メールを送っても返事が
ない。どうすればよいのか？

Ａ インターネットでの旅行予約は、店舗での対
面での予約と違い、詳しい説明を受けたり質

問をしたりすることができません。申し込む前に利
用規約などをよく読み、予約内容やキャンセル・変
更する場合の契約条件をよく確認する必要がありま
す。サイト運営業者の基本情報 （名称、住所、代
表者氏名、日本での旅行業者登録の有無）や問い合
わせ手段なども確認しておきましょう。予約後は、
予約確認メールや、申し込み画面を印刷し、清算、
旅行が終わるまで保管してください。困ったときは、
センターにご相談ください。

美容医療の一部でクーリング・オフが可能に
　これまで美容医療サービスはクーリング・オフが
できませんでしたが、特定商取引法の改正で下記の
サービスのクーリング・オフができるようになりま
した。
①毛　②にきび・しみなどの除去　③しわ・たるみ
の軽減　④脂肪の減少　⑤歯の漂白
　提供期間が１カ月を超過し、金額が５万円を超え
た場合は、クーリング・オフできます。一定期間経
過後は、違約金を払うことで中途解約できます。
　医療サービスは高額な契約になることや、皮膚障
害ややけどなどの危害が発生することもあります。
契約内容を書面でしっかり確認し、十分説明を受け
理解してから契約してください。

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

データバンク
８月１日現在

人　口　52,311人 （−60人）
　男　　26,593人 （−23人）
　女　　25,718人 （−37人）
世　帯　21,751世帯
 （−49世帯）
内、外国人 752人410世帯

消費生活センター 995-1854
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Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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30年３月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

18日㈫
13:00～13:30

平成29年２月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00～13:15

平成28年３月
生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭
13:00～13:30

平成27年８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
27日㈭※  9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

９月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
３・10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

10日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

12日㈬
8:45～ 9:00 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

10日㈪
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

25日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

日 月 火 水 木 金 土

整形

内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 外科 内科 内科 内科

整形・内科 整形 内科 外科 内科 内科 整形

外科 整形 内科 整形 内科 整形 内科

整形・内科
※16日㈰・30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

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月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈰

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

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

須山診療所 998-0006 須山 えがわ医院 921-5148 高島本町

17 ㈪

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 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

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

18 ㈫ 清流クリニック 941-8688 堂庭 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

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

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

20 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 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

21 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 西島病院 922-8235 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈰

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

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

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

24 ㈪

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉

林医院 931-1120 住吉町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑

25 ㈫ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 酒井医院 966-1755 今沢 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 松原医院 962-1496 白銀町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

14
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

９月後期

27 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

28 ㈮ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

29 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

30 ㈰

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

岡田医院 921-5321 新宿町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

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 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

永井眼科
980-1777 萩

岩端医院
962-1368 大手町

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

17 ㈪ 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

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

23 ㈰ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

24 ㈪ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

真野歯科医院
972-5290 堂庭

30 ㈰ 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

岩端医院
962-1368 大手町

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

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

NAVI
９月の休館日
３日㈪・18日㈫

　「100ｍでは悔しい思いをしたので、200ｍで全
国大会出場を決めることができて嬉しいです」と語
るのは、富岡中学校３年生の御宿ありすさん。６月
に行われた県中学校選抜陸上競技大会に100ｍと
200ｍでエントリー。100ｍは、全国標準記録を突

破するも、追い風参考記録となり全国大会出場を逃
しました。その悔しさを200ｍでぶつけ、全国標準
記録を突破し、８月18日㈯から21日㈫まで岡山県
で行われた全日本中学校陸上競技選手権大会への出
場を決めました。
　御宿さんは、陸上競技を兄の影響で小学５年生か
ら始めました。中学生になり本格的に競技と向き合
い、部活動以外にクラブチームにも所属しています。
練習は週５日以上。大会で納得いく結果を出すこと
ができず、悩んだ時期もありましたが、日々の練習
の中に目標設定をし、課題を１つ１つクリアしてい
くことで着実に力を付けました。「全国大会では、
これまで指導してくれた先生やコーチ、支えてくれ
た方々への期待に応えます。決勝に残れるように頑
張ります。中学の集大成として有終の美を飾って終
えたいです」と意気込みを語りました。
　「高校に進学しても大好きな陸上競技を続け、さ
らに活躍できる選手になりたいです」と笑顔で話し
てくれました。これからの活躍も期待しています。

全日本中学校陸上競技選手権大会
女子共通200ｍ出場

御宿　ありすさん（上城・14歳）

2018
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わたしたちのふるさと　公募写真展

　「ふるさと」とは、生まれ育った所やかつて住ん
だことがある街など、自分が「ふるさと」を感じて
いる場所のことです。「ふるさと」の写真を出品し
てください。
　展示期間中、入場は無料です。どなたでもご覧に
なれます。

展示期間／11月14日㈬～18日㈰　10時～17時
と こ ろ／２階展示室
申し込み／申込票、出品票、預り票、額装された写
　真作品を提出してください。
　※１人３作品まで出品できます。
申込期間／10月17日㈬～11月９日㈮
出 品 料／一般▶︎250円
　友の会会員▶︎200円
　高校生以下▶︎100円

関所と農村の負担

　江戸時代の小田原藩は、東海道と甲州への脇道に
ある関所を管理していました。代表的なものが箱
根・根府川・仙石原・矢倉沢の関所です。箱根は
「入鉄砲と出女」を、根府川は熱海の入湯者の動き
を監視していました。これらの関所の修繕は、周辺
の領地の村々に命じられました。
　須山区に残る1848年の『蒲原宿助郷御免願い』
では「仙石原関所の修復と柵の結替えについては、
山坂５里竹木を運び、人足・大工・杣

そま
・木

こ び き
挽も派遣

するので多大の費用がかかり
ます。箱根関所の急用の際に
は詰人足を出すこともありま
す」と訴えています。1853
年２月、関東地方を中心とし
た地震が発生し、仙石原関所
でも門・石垣・建物に大きな
被害がでました。藩では、す
ぐに村々に修繕の指示を出し
ました。　

『蒲原宿助郷御免願い』

（須山区有文書）
『仙石原御関所修復日記』

（渡邉家文書）
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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

８月 18 日　みらい会議
生涯学習センター
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10/7㈰は市議会議員選挙投票日です
期日前投票は入場券が届かなくてもできます　10/1㈪～10/6㈯

特集１

　10月７日㈰は、裾野市議会議員選挙の投票日です。有権者の方
には、事前に入場券を送ります。当日、投票に行けない方は、10
月１日㈪から６日㈯までの６日間、市役所で期日前投票ができます。
６日㈯は福祉保健会館でも期日前投票ができます。時間はいずれも
８時30分から20時までです。

　投票できる方

　10月７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10月８日以前に生まれた方で、日本国籍

がある方
②平成30年６月29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

　投票時間は７時～20時

投票日時／10月７日㈰　 ７時から20時まで　※第
16投票区（十里木高原集会所）は19時までです。

　10月７日㈰に投票に行けない方は……

①期日前投票
　　10月７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／10月１日㈪～６日㈯　８時30分～20時
　ところ／市役所４階402会議室
　※10月６日㈯は市役所１階市民ホールと福祉保健

会館１階ホール
　●入場券が届く前でも投票可
　　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。

身
体
障
害
者
手
帳

障がい名
障がいの程度

１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能の障がい ○ ○

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 ○ ○ ○

戦
傷
病
者
手
帳

障がい名
障がいの程度

特別
項症

第１
項症

第２
項症

第３
項症

両下肢、体幹の障がい ○ ○ ○

心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の障がい

○ ○ ○ ○

介護保険被保険者証 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７日㈰21時から市民体育館で行いま
す。開票結果は、確定次第、市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。

2
2018.9.15



特集 1

投票所／★印が投票所の場所です。入場券に記載された投票所で投票してください。

★
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
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平和の尊さを次世代につなぐ
～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、袋町小学校などの平和学習施設を訪れました。
各施設でボランティア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をし
ました。
　現地で感じたことや再認識した平和への想いを周囲
に広く伝え、平和への想いを未来につないでいきます。

平和な世界のために
～今を生きる私たちにできることは～

　８月７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、生徒一人一人が平和に対する想
いを報告しました。この報告会と同日に合わせ、同館
で開催された「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。

◀︎ボランティアガイド
の解説を受けながら、
平和公園内の石碑な
どを巡りました。

◀︎派遣事業報告会では、
平和への想いを語り
ました。

◀︎中学２年生の時に被
爆した植田さんから、
当時の体験談を直接
伺いました。

◀︎戦没者追悼式で作文
を朗読しました。

　当市は、平成27年12月９日に「平和都市」を宣言し、平和都市実現のため
の事業を展開し、その一環として、平成28年度から市内の中学生代表10人を
広島市に派遣しています。この事業は、裾野の将来を担う中学生たちが戦争の
悲惨さや平和の尊さについて、現地で体験したことや再認識した思いを広く伝
え、平和への想いを共有することを目的としています。

行政課
995-1807

平和の想いを胸に広島へ
～次世代へ伝える戦争の悲惨さ、平和の尊さ～

特集２
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特集２

　「学校から出て目を開けた時、最初に見たものは、
原形をとどめていない真っ黒なものと『痛い痛い』と
叫ぶ声。そして建物が全く無くなってしまった自分の
町だった。」本川小学校を見学に行った時に、案内し
てくれた方から聞いた被爆者の方の体験談です。僕は
その悲惨な光景を頭の中で想像してみようとしたけれ
ど、自分の家族や友達だったらと考えると怖くてでき
ませんでした。73年前の1945年８月６日午前８時15
分、広島に人類史上初の原爆が投下されました。原爆
の表面温度は7,700度、太陽が6,000度なので、まる
で小さな太陽が降ってくるようなものです。たったピ
ンポン玉くらいのウランで、一瞬にして七万人もの命
が失われました。
　僕たちは、当時中学2年生だった被爆者の方のお話
も聞きました。無傷の人は、防空壕に入れず、何もな
い所で野宿したこと。妹が、亡くなったのか生きてい
るのかさえ分からないこと。キャラメル一つがごちそ
うで、非常食はみんなで分け合って食べていたこと。
今の僕達と同じ歳で、僕の日常では考えられないよう
な経験をしていました。僕は、自分のお小遣いでキャ
ラメルが買える。家に帰ると家族がいる。とても幸せ
なことだと思いました。だんだん被爆者の方々のお話
を聞ける機会が減っています。それでも被爆者の方々
は、できるだけ長く、できるだけ多く、「平和」とい
う言葉について世界中で語ってくれています。こうい
う方々がいるからこそ、少しずつでも平和に近づいて
いるということを、世界中の人々に気付いてほしいで
す。
　現在、15,955発もの核が存在しています。なくし
たいのに、なくならない。一人一人の願いが集団に
なって、国家へ。そして核のない世界になるように僕
たちは、日本で起きた悲劇を忘れることなく語り継が
なくてはいけないと思います。問題が起きたら、話し
合いで解決できるような世界になったらいいな。笑え
ること、何も怯えずに生きていられること、そんな幸
せを感じられる平和な日々を過ごしていけるように。

西中学校２年生
勝又　蓮さん

　平和な世界

　「ぼく、戦争せんよ。」
　幼い男の子が言ったこの言葉は私の心にとても響き
ました。
　一見普通なこの言葉ですが、戦争してはいけないと
思えない子供は、この世界にたくさんいるのです。昔
の日本も同じでした。戦争してはいけないという教育
は受けず、国のために、勝利のために、をいつも考え、
生活していたのです。そのため、負けることは恥ずか
しいことだったのです。
　そんな中、広島と長崎に投下された原子爆弾。その
下では、多くの人々が「生活」をしていました。いつ
も通りの生活をしていた中に落とされた原爆で、何
十万人もの命と生活がうばわれたのです。
　この出来事があった日本では、「戦争はしてはいけ
ないこと」ということが広まったのです。この原爆の
被害の大きさは日本以外にも広まり、「原爆を使って
はいけない」ということが伝わっていきました。
　それでもこの世界から核兵器はなくなりません。今
でもボタン一つで大きな被害を出す核が、約15,000
個あるのです。このような現状をとても不思議に思い
ます。
　あの日の恐怖を覚えていないのでしょうか？知って
いるのになぜなくならないのでしょうか？この核をな
くそうとするための条約があります。「核兵器禁止条
約」です。この条約に賛成している国はたったの
122ヶ国だけなのです。
　この条約に日本は賛成していません。どうしてなの
か、私なりに考えたことは、「日本が賛成してしまう
と、核兵器を持たない国のみが賛成し、核兵器を持つ
国は反対のまま、何も変わらなくなってしまうという
考え」があるのではないかということです。
　だからまず、日本国民が核への反対意識を持ち、世
界へ発信していくことが大切だと思いました。
　そのために事実を知ること、判断力をつけることが
大切です。

西中学校２年生
外
そとかわ
川　花さん

　普通の生活

中学生派遣事業 ～平和を学ぶ～
広島市を訪れた中学生の作文を紹介します
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　今回の研修で特に印象に残っていることが、二つあ
ります。一つ目は、被爆された方の話です。話をして
くださった方は、元気に見えましたが原爆の影響で障
がいが残っているそうです。助かった後も、さまざま
な障害を引き起こして人々を苦しませ続ける、残酷で
恐ろしい兵器であることを改めて分かりました。
　二つ目は、本川小学校の女の子なつこさんの話です。
なつこさんは、学校の地下にいました。原爆が投下さ
れたとき、大きな音が聞こえたので外へ出て見ると、
そこには全身をやけどした人が一人立っていました。
顔がただれていて誰だか分かりませんでしたが、後に
親友のあきこさんだと知って、とても驚いたそうです。
体が熱かったので、二人は一日中近くの川に入ってい
ました。次の日に救助が来て、二人は再会を約束して
別れました。しかし、あきこさんは一週間後に亡く
なったそうです。なつこさんは、なんで私だけ生き
残ったのかと悩み続け、死を望んだこともありました。
しかし、なつこさんは生き残ったからこそ、原爆の真
実を伝えなくてはと決意し、昨年亡くなられるまで活
動をされました。私は、思い出したくもない出来事を
後世に伝えたなつこさんの心の強さに、感銘を受けま
した。
　広島研修を終えて思ったことは、二つあります。一
つ目は、この出来事を絶対に忘れないことです。この
出来事を人々が忘れてしまった時、再び同じ過ちが起
きると思います。私は、なつこさんのように被爆者で
もなく、立派な講演会もすることはできませんが、私
自身が忘れないで、家族や学校の仲間に伝えていくこ
とはできます。
　もう一つ目は、自分と周りの人の命を大切にして生
活することです。命を大切にするとは、どういうこと
か私なりに考えました。それは、自分も周りの人も傷
つけない言葉を使っていくことです。小さなことでは
ありますが、私にできることを精一杯行うことで、こ
の研修で学んだことを活かしていきたいと思います。

東中学校２年生
吉川　優

ゆ う と
音さん

　私にできること

　「平和」とは何か。戦争や争いがない状態、そして、
心穏やかな状態です。それは漠然としていて、広島へ
行く前の私には、まだ平和についてはっきりとは分か
りませんでした。
　私は、今回初めて広島を訪れました。被爆した建物
やいろいろな展示を見学し、戦争の悲惨さや残酷さを
目の当たりにしました。原爆が落とされる前の原爆
ドームを写真で見ると、当時としてはモダンな建物
だったのに、実際見てみると、無惨に鉄骨が曲がり、
外壁は焼け焦げ、私の想像をはるかに超えていて、と
ても衝撃を受けました。
　私がいちばん心に残っているのは、ガイドさん達の
お話です。どのガイドさんもおっしゃっていたのは、
普通の、今あるこの生活が当たり前ではないというこ
とです。だから、こうやって生活できていることは幸
せであり、感謝していかなくてはならないのだと思い
ました。
　あの日、広島に落とされた核爆弾は、人間が作り出
したものです。同じ人間なのに、その核で沢山の人々
の命が無くなってしまったことは、とても悲しいと思
います。しかし、世界にはまだそんな恐ろしい核が
残っています。その核がすべて無くなると、広島にあ
る「平和の灯」という火が消えます。核兵器の無い世
界にすることは、簡単なことではありません。実際に
その灯は、今もまだ燃え続けています。
　平和の灯が消える日は、いつ来るのでしょうか。そ
の灯を消すために、私たちに何ができるのでしょうか。
　核がなくなるには、私たち世代が、原爆の恐ろしさ
を訴え続けることが大切だと思います。広島・長崎だ
けの問題として、私たちはとらえがちです。そのこと
を継承していくことはもちろん、同じ過ちを繰り返さ
ないよう、思いやりあふれる社会を創造していくこと
で、世界を変えていく必要があると思います。私がで
きることは、とても小さいことですが、多くの人が
やっていけば、きっと核はなくなるはずです。平和の
灯が消えることを信じて…。

東中学校２年生
八
やつだ
田　怜央菜さん

　平和の灯が消える日

中学生派遣事業 ～平和を学ぶ～

特集２
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特集２

　広島駅から原爆ドームへ向かう風景は、広い道路・
大きな建物・大勢の人・緑豊かな公園がありました。
73年前の1945年８月６日午前８時15分、今僕が見て
いる雲一つない空のもと、たった一つの原子爆弾が広
島の街に投下されました。一瞬にして約５万人の尊い
命が奪われ、焼け野原になってしまったということが、
イメージがつかない程のきれいな街並みです。
　平和記念資料館では、原爆が投下される直前と直後
の写真がありました。強烈な熱線によって黒こげに
なってしまった街並。僕は写真を見て思わず息を飲み、
しばらくその光景から目が離せませんでした。袋町小
学校では、焼け残った壁を利用し、人々はわずかな
チョークを見つけて、家族の安否を尋ねる伝言板にし
ていました。その伝言板を見て、大切な家族や友人の
生存を信じ、必死に探す様子、被爆直後の緊迫した様
子が伝わると同時に、とても切なくやりきれない気持
ちになりました。
　一番印象に残ったことは、被爆を受けた植田さんの
話でした。妹を生きていると信じ、必死になって焼け
野原を探し歩いたこと、今にも息絶えそうな人達から
「水をくれ！」と言われたが、「水をあげたら死んで
しまうよ」と言われ、あげられなかった話を聞きまし
た。助けたいのに助けてあげられない無力さや哀しみ
は、僕の想像を絶するもので、胸が苦しくなりました。
原爆そして戦争の悲惨さを改めて感じ、二度とこのよ
うなことはくり返されてはいけないと強く感じました。
僕達のために、当時の話をしてくれた植田さんの想い
をしっかり受け止め、語り継いでいくことが、僕の使
命だと感じています。
　今の広島があるのは、平和を切に願い復興のために
努力をおしまず生きてきた人達がいるからこそです。
これから僕にできることは、原爆の脅威、戦争の悲惨
さと恐ろしさを真っすぐありのまま家族や友人、地域
の人々そして未来の人々へ伝え、風化させることのな
いよう努力していくことです。自分にできることを積
み重ね、いつもの日常の生活に感謝し、平和について
常に考え行動していきたいと思います。

深良中学校２年生
小島　諒也さん

　広島での学び

　大切な人も生活も街も、すべてが失われたあの日。
人間が人間の自由を奪ったあの日。それは、広島に原
爆が投下された1945年８月６日です。みなさんは、
この日の、この出来事についてどのような思いを持っ
ているのでしょうか。今までの私は、お化けのように
ふらふらと近づいてくる真っ黒に焼けた人間らしきも
のや、辺りが静まりかえった暗い景色を、想像するだ
けで息が詰まり、目を背けてしまっていました。しか
し、広島で８月６日になにがあったのか知るにつれて、
目を背けたままではいけないと気づきました。思い出
しただけでも心が苦しくて、悲惨な過去の出来事を声
に出したくない人も、私たちが担う未来の平和のため
に、事実を伝えていくことから逃げてしまってはいけ
ないんだということを知りました。逃げるのではなく、
向き合うことが、平和につながる答えだと思います。
　現在、地球上には核兵器が約15,000個も存在して
います。その数は、地球を何度も消滅させることがで
きるほどの数です。そんな核兵器を一日でも早くこの
世界から無くすには、私たちのこれからの行動が鍵と
なっています。その行動のうち、私がこれから特に力
を入れたいことは、生き物を大切にすることです。広
島記念館で見たものの中に、「国にとって父は何十万
人の内の一人でしょうが、私たちにとって父は、全て
だったのです。」という言葉がありました。きっと、
戦争でお父さんを亡くされた方が、かけがえのない父
のことを想って残した言葉だと思います。これだけ多
くの人々が地球に生きていても、同じ人は、一人もい
ません。亡くなった人の代わりになれる人など、誰も
いないんだということを、この言葉から深く感じまし
た。
　だから、被爆して夢を叶えることができなかった人
のためにも、動物や植物のように、今まで命をつない
できたものを、簡単に途絶えさせないように、傷つけ
ないように、地球に優しい生き方をしたいです。
　広島のために、日本のために、世界のために、近道
はないけれど、出来ることから一歩ずつ、平和に向
かって進みましょう。

深良中学校２年生
才木　心

もとみ
水さん

　近道できない平和

広島市を訪れた中学生の作文を紹介します
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　「助けてあげられなくて、ごめんなさい。」
　がれきにはさまり、助けを呼ぶ声を聞きながら、火
の手から必死に逃げなければならなかった人たちの心
の叫びが感じられました。
　1945年８月６日、月曜日の午前８時15分。学校や
仕事に向かう人たちを、一発の原爆が襲いました。激
しい閃光とともに爆風が吹き荒れ、広島の街は一瞬に
してさら地になりました。写真の中の被爆した人たち
は、皮膚が焼けただれ、真っ赤にはれ上がっています。
割れたガラス片が体じゅうに刺さっている人や、眼球
がとび出ている人、全身が黒くこげ、誰なのか分から
なくなってしまっている人もいました。朝までいつも
通り生活していた人たちが突然死んでしまうなんて、
誰が予想できたことでしょうか。
　この悲惨な事件は、第二次世界大戦の最中に起こり
ました。長びく戦争を終結させる手段としてアメリカ
が選んだのは、原爆を広島に落とすことでした。戦争
は終結しましたが、そのために失われた命はあまりに
も多すぎると思います。
　このような兵器は、二度と使ってはいけない。そう
考える国民の思いとは裏腹に、世界にはまだ約15,000
発もの核兵器があります。これでは、たとえ戦争がな
くなっても平和な世の中になったとは言えません。
　広島平和記念公園を設計した丹下健三さんは、「平
和は訪れて来るものではない。人々が実践的に創り出
してゆくものである。」という言葉を残しています。
　たしかに一人では、平和な社会を創ることができま
せん。しかし、多くの人が世界の平和を目指して行動
すれば、いつかは争いや核兵器もなくなります。僕た
ち一人ひとりの力はとても小さいです。それでも、多
くの人が集まればどんなことでも成しとげることがで
きるはずです。
　自分にできることをはじめ、人と人とのつながりを
大切にし、思いやりを持つこと。それが平和な社会に
つながることではないでしょうか。
　多くの願いが集まり、世界が平和になることを、僕
は心から願っています。

富岡中学校２年生
岡村　亮哉さん

　平和な社会になるまで

　皆さんは生きています。生きている時間や生き方が
異なっていても、今、この瞬間を自分なりに生きてい
ます。そう思うと、ほんの一瞬の間も、とても大切な
時間ですよね。たとえ、0.2秒しかなかったとしても。
　1945年８月６日、午前８時15分。焼けるような暑
さを感じるその日は、みごとな快晴だったといいます。
家で朝ご飯を食べたり、学校へ登校したりと、そのと
きも、それぞれが生きていました。しかし、何気ない
その光景も、0.2秒後に幕を閉じます。その一瞬に、
広島市の上空には、小さな太陽が生まれました。
　その太陽は、人を飲みこみました。平和の二文字も、
消えました。なぜでしょう。ただ、朝ご飯を食べてい
ただけなのに。友人に、「おはよう」と言おうとして
いただけなのに。
　私は最初に、「皆さんは生きています」と言いまし
た。皆、まばたきをしています。呼吸をしています。
しかし、当たり前だなんて思わないで下さい。あの日
も、人々は当たり前に生活をしていました。ですが、
原爆が爆発して、0.2秒後にできた直径400メートル
の太陽は、その当たり前を奪いました。
　皆さんは、今隣にいる人と、仲が良いですか？壁を
つくっていませんか？もし、壁をつくらない仲間の輪
が世界に広がったら、いや、広がっていたら、無数の
尊い命が奪われることはなかったでしょう。
　ある人は、言いました。「平和は訪れるものではな
い」。行動をおこさなければ、何も始まりません。で
すが、あなたが、隣の人と仲良くすれば、世界の平和
に、一歩ずつ近づいていくのです。
　今なお消えない、核爆弾。ボタン一つで発射できる
ものは、現在4,150発もあります。たった２発で、広
島と長崎の平和は消えました。0.2秒で、当たり前が、
当たり前ではなくなりました。
　ここで、皆さんに問います。あなたにとっての幸福
とは。あなたにとって、平和とは、なんですか。

富岡中学校２年生
藤田　祐那さん

　0.2秒
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中学生派遣事業 ～平和を学ぶ～

特集２



特集２

　今から73年前、1945年８月６日午前8時15分、大
勢の人々がいつもどおりに暮らしている広島に、原爆
が投下されました。今の僕たちと同じ、13、4才の
方々の命が、たくさん失われたそうです。夢や希望を
一瞬でうばってしまった原爆が、どういうものか。実
際に見聞きしてきたことで、僕の心は大いにゆさぶら
れました。被爆した人は、熱線により約3,000度の熱
を浴びて皮膚が溶けていました。他にも目を失った人、
がれきの下じきになり動けなくなった人、大量の放射
線を浴びた人もいました。原爆は、何の罪もない大勢
の人を巻き込み、一瞬のうちにその命を奪っていきま
した。これは、決して許されることではないと思いま
す。
　資料館に展示してあったのは、驚くものばかりでし
た。全身に火傷を負いながらも、赤ちゃんを抱きかか
え必死に守っている人。水を求めて川や貯水槽に飛び
こみ、そのまま亡くなった人。爆発を直に受け、訳も
分からずに亡くなった人。これらに共通しているのは、
みんな被害者ということです。被爆した人のほとんど
は、いつもどおりに生活をしていました。誰一人とし
て、あの日に原爆が落ちるなんて思ってもいなかった
はずです。
　戦争とは、たくさんの人が死んでたくさんの人が悲
しむものです。戦争、核兵器をなくすためには、どう
すればよいでしょうか。僕は、多くの人に戦争をして
何が起こったかなどを知ってもらうことが大切だと思
います。事実を知ってもらうことで、核への意識が高
まり、核をなくすきっかけになると思います。平和と
は、みんなでつくりあげていくものだと思います。平
和とは、個人の意識の集まりです。
　原爆や戦争についての事実を共有し、伝え合い、ど
うしたら戦争や原爆をなくしていけるかを、話し合う
ことが必要だと思います。

須山中学校２年生
内田　遥太さん
　戦争・核兵器のない
　平和な世界を目指して

　昭和20年８月６日月曜日、午前８時15分。一週間
の始まりの日、数十万人が暮らす広島は、とてもいい
天気でした。
　しかし、「広島は快晴なり」という一つの知らせか
ら、広島の景色は一変します。アメリカ軍は、その
「快晴なり」の知らせを受け、広島への原爆投下を決
めたのです。現在もある、Ｔ字型の橋・相生橋を目標
にして、原爆が落とされました。目標としていた相生
橋から少し離れた所にある、島病院。そこが、爆心地
です。一瞬にして、多くの命をうばった原爆。中学２
年生で被爆された植田さん。朝礼をしているとき、オ
レンジ色に光ったかと思うと、何も音が聞こえなくな
りました。とっさに耳と目を守って伏せました。少し
して、学校の先生と、無事だった八十数名のクラスメ
イトと共に、山を目指して逃げました。逃げるときは、
怖いというより、はぐれないように、という緊張が大
きかったといいます。植田さんは、「戦争でいちばん
怖いのは、人間が人間でなくなること。大けがをした
人や、目玉が飛び出ている人、皮膚がたれ下がってい
る人を見ても、なんとも思わなかった。」ともおっ
しゃいました。健康な心であれば、そんな状態の人を
見れば、怖いと思うのが普通です。ですが、戦争でこ
われてしまった心は、何とも思わないのだそうです。
　戦争は、絶対にしてはいけないことです。戦争をし
ても、良いことなんて一つもありません。今でも毎日
のように起こってしまっている戦争。それをなくすた
めには、私たち一人一人の気持ちが大事です。私たち
一人一人が、「私たちは戦争をしません」と、かたく
心に誓って、世界中の人々がその気持ちを持てば、
きっと戦争はなくなると、私は信じています。
　私たちの住む日本は、世界で唯一の被爆国です。日
本がこの先もずっと、唯一の被爆国であるように、皆
で力を合わせていきたいです。

須山中学校２年生
宮崎　真衣さん

　世界で唯一の被爆国
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フォトグラフ

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

絶景花畑は市民の皆さんの手で

きれいな水を地域が守る� ８月４日子どもたちが裾野市を学習� ８月２日

　富士山の眺望が自慢のパノラマ遊花の里で、市民の皆さん約100
人が参加して、コスモス畑の草刈りや草取りなどの作業を行いまし
た。コスモスは、９月中旬から下旬にかけて見頃を迎え、富士山と
コスモスの共演が楽しめます。富士山をバックと咲き誇るコスモス
の景色は絶景。初秋の自慢の景色をお楽しみください。

　深良川のクリーンアップ作戦が地域住民によって行われました。
毎年この時期に行われるこの事業。参加者は「深良用水の下流域に
広がる多くの農地を潤す大切な水は、その上流からきれいに保たな
ければいけない」と汗をぬぐいながら笑顔で作業をしました。

　「裾野市を学習する日」が市役所および生涯学習センターで行わ
れました。市役所に集まったのは市内の小・中学生33人。事前に
預かった質問に対する職員の説明に耳を傾け、夏休みの自由研究に
役立てたいと真剣なまなざしでメモを取っていました。

Photograph ８月

10
2018.9.15



深良用水の恵みを学ぶ� ８月７日

　環境イベント「深良川水力発電所を知ろう」が開催されました。
小学生や環境市民会議のメンバーなど31人が参加。市民文化セン
ター特別展示室などで“日本一長い手堀りの山岳トンネル”である
深良用水の価値を学び、深良川第一発電所を見学しました。

歴史資料から深良用水の重要性を知る�８月19日

　深良用水に係る御裁許書の虫干し会がコミュニティ長泉で行われ
ました。長く保存をするための虫干しに合わせ、内容を多くの方に
見てもらう機会としています。深良用水にまつわる紛争のいきさつ
やわび状などから、当時の農業用水の大切さを知りました。

市役所にハワイの風が吹きました� ８月22日

　「裾野市もの・ひと・こと」の第一弾として、フラサークル
Pumehanaの皆さんが、青空の下、鮮やかにフラダンスを披露し
ました。観覧した方は、「市役所でハワイの気分が味わえるなんて、
不思議だし楽しいです」と新たな市役所の使い方を喜んでいました。

交通死亡事故連続400日以上ゼロ� ８月14日

　交通死亡事故ゼロ連続400日達成表彰状伝達式が市役所で行われ
ました。市内では、昨年７月８日から連続400日以上交通死亡事故
が発生していません。市民の皆さんが交通安全に努めた結果だと、
県交通安全対策協議会会長の川勝平太県知事から表彰されました。

浴衣姿の中学生らが華麗に舞う� ８月11日

　第45回富岡地区夏祭り大会が、富岡第一小学校グラウンドで行
われました。祭りのキャッチフレーズが飾られたやぐらの上で、涼
しげな浴衣姿の富中生らが、軽快な太鼓の響きに合わせて華麗な盆
踊りを披露。大勢の皆さんが夏の風情を楽しみました。

JFAアカデミー福島全日本大会優勝� ８月16日

　当市を拠点に活動する “JFAアカデミー福島”が第23回全日本
U-15女子サッカー選手権大会と、日本クラブユース女子サッカー大
会（U-18）2018に出場し、いずれも優勝に輝きました。選手らは
「良い環境で練習できた結果だと思います」などと喜びを語りました。

Photograph 2018.8
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　来年度の保育園（市立・私立）の入園児受付を開始します。 保育課
995-1822

入園児を募集します

入園申し込みの対象者／来年度中に入園を希望する方
　●今年度入園待ちの方で、来年度も入園を希望する

方は改めて申し込みしてください。
申込書の配布／10月９日㈫～
　●保育課・市内公私立保育園・小規模保育所で配布

します。
申込書の受付／第一希望園の受付期間に提出してくだ

さい。
　●東、深良、御宿台、富岳台の各保育園、市外園、

小規模保育所▶︎10月15日㈪～19日㈮
　●西、富岡、富岳南、さくら、さくら分園、キッズ

あいの各保育園▶︎10月22日㈪～26日㈮
　●提出場所▶︎保育課
　●受付時間▶︎８時30分～17時15分　※㈯・㈰を除く
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（職業訓練校を含む）
　●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。
保育料／両親の市民税額の合計で決定します。児童の

年齢によって異なります。

入園の決定

平成31年４月に入園を希望する方
　入園は１月下旬～２月上旬に内定し、結果の連絡は
書面で通知します。
平成31年５月～平成32年３月
の間に入園を希望する方
　入園希望月の前月15日に申
し込みを締め切り、選考します。
結果の連絡は前月25日ごろ電
話で行います。

入園の面接は入園申込後に実施

　入園申し込みをした方は、下表の日程で面接を行い
ます。時間内に児童と一緒にお越しください。都合が
つかない場合は、必ずご連絡ください。
【入園面接の日程】

保育園 とき

西保育園 11月７日㈬ 9:30～11:30

富岡保育園 11月８日㈭ 9:30～11:30

深良保育園 11月９日㈮ 9:30～11:30

東保育園 11月12日㈪ 9:30～11:30

富岳南保育園
11月13日㈫

9:30～11:30

富岳キッズ
センターあい 13:30～15:00

さくら保育園
さくら分園 11月14日㈬ 9:15～11:45

富岳台保育園 11月15日㈭ 9:30～11:30

御宿台保育園 11月16日㈮

【0、1歳】
10:00～11:45

【2～5歳】
13:00～14:30

佐野かがやき保育園
にこにこ園保育所

市外園希望者
11月20日㈫ ９:30～11:00

※会場は各保育園です。さくら分園はさくら保育園で、
佐野かがやき保育園・にこにこ園保育所・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。
●受付は終了時刻の30分前までとなります。受付時

間に間に合うように来園してください。
　※御宿台保育園は終了時刻の15分前まで
●御宿台保育園で兄弟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。午前、午後いずれかで
受けてください。

特集３

平成31年度　保育園入園児を募集
入園を希望する方は、忘れずに申し込みを！
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インフォメーション

Information
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　

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。

裾野市、沼津市、長泉町、清水
町の医療機関▶︎10月１日㈪～
平成31年３月31日㈰

　三島市の医療機関▶︎10月１日
㈪～平成31年１月31日㈭

　御殿場市、小山町の医療機関▶︎
10月９日㈫～平成31年１月31
日㈭
市に住民登録がある方で、次の
いずれかに該当する方

　①予防接種を受ける日に満65
歳以上の方

　②予防接種を受ける日に満60
歳以上65歳未満で、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29年１月31日までの方に
は、接種券を順次送付します。
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

税務署での面談相談は
事前に予約を

　税務署へ資料をお持ちになって
相談する場合や申告書の作成など
で面談相談を希望する方は、事前
に予約をお願いします。
予約方法／①沼津税務署に電話
　②自動音声案内で「２」を選択
　③担当者に氏名・住所・相談内

容・希望日時を伝える
受付時間／月～金曜日の８時30

分～17時　※祝日と年末年始
を除く
●１月～３月は事前予約できま
せん。●制度や法令などの解
釈・適用、手続き案内など一般
的な相談は、沼津税務署に電話
し、音声案内で「１」を選択し
てください。
沼津税務署　922-1560

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。
●有限会社細野設備

千福791
TEL 992-2465
上下水道工務課　995-1834

北駿公立高校合同説明会

　公立高校４校の合同説明会を行
います。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

10月３日㈬　18時45分～
市民文化センター34～36会議
室
中学生、保護者、教育関係者
裾野高校、御殿場高校、御殿場
南高校、小山高校が、教育内容
や入試などについて説明します。
御殿場南高校　0550-82-1272

　広報すそのは、市公式ウェブサイトや“電子書籍”ポータルサイト
「しずおかイーブックス」や広報紙の記事配信サイト「マイ広報紙」
にも掲載しています。スマートフォンやパソコンから閲覧できます。

広報紙発行日に市公式フェイスブックで各サイトをリンクし、お知
らせしています。
市公式Facebook▶︎https://www.facebook.com/city.susono/
戦略広報課　995-1802

広報すそのは市公式ウェブサイトなどで閲覧できます
PDFデータや電子書籍で公開

市公式
ウェブサイト

しずおか
イーブックス

マイ広報紙
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インフォメーション

Information

中央公園
10月～3月の閉園時間変更

　中央公園内での事故防止や不審
者発生の抑制のため、日没が早い
時期の閉園時間を16時に変更し、
利用者の安全を確保します。

毎年10月１日～３月31日
開園時間／８時30分～16時

観光協会も16時に終了します。
産業振興課　995-1825

依存相談

　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

10月３日㈬　13時～16時
東部健康福祉センター福祉課

　（沼津市高島本町）
10月２日㈫
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。

10月25日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
10月11日㈭
国保年金課　995-1813

平成31年度
就学児童健康診断

とき 対象校区

10月４日㈭
東小、深良小、富
岡第一小、富岡第
二小

10月11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31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
てきた方や通知のない方は、ご
連絡ください。
学校教育課　995-1838

高齢者の運転免許証
返納を支援

　高齢運転者による交通事故の減
少を図ることを目的に、高齢者の
運転免許証の自主返納を支援する
ため、運転経歴証明書の発行手数
料を全額を補助しています。運転
に少しでも不安を感じている方は、
自主返納を考えてみませんか。

運転免許証を自主返納し、運転
経歴証明書の発行を受ける満
65歳以上の方で、市に住民登
録がある方
裾野警察署１階運転免許窓口で
で運転免許証を返納し、運転経
歴証明書の発行を受ける際に、
所定の申請書に必要事項を記入
し、提出してください。 ※市
役所での手続きは不要です。
有効期間内の運転免許証
裾野警察署以外で運転免許証を
返納した方や運転免許証を失効
した方、運転経歴証明書を再発
行する方、運転免許証を自主返
納済みの方は対象になりません。
危機管理課　995-1817

　伊豆縦貫道の夜間通行止め

　道路の修繕などの工事のため、伊豆縦貫道三島塚原イン
ターチェンジ～函南塚本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、
ご協力をお願いします。

伊豆縦貫道三島塚原インターチェンジ～函南塚本インター
チェンジ（上下線）
10月15日㈪～19日㈮　各日21時～翌朝６時

　※予備日▶︎10月22日㈪～10月26日㈮
規制時間以外は、通常どおり通行できます。
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
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お知らせ

個人事業者は
帳簿の記載・記録が必要

　事業所得や不動産所得、山林所
得が生じる業務を行う全ての方は、
記帳と帳簿書類の保存が必要です。
詳細は国税庁ホームページをご覧
になるか、沼津税務署個人課税部
門にお問い合わせください。

所得税や復興特別所得税の申告
が必要でない方も対象です。
沼津税務署　922-1560
http://www.nta.go.jp

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28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、富岡地区内の
コースを約６kmウォーキング
します。同日開催されるものの
ふの里まつりを経由するコース
です。
運動のできる服装、汗拭きタオ
ル、飲み物、帽子、すその健康
マイレージカード（持っている
方）
●すその健康マイレージ対象で
す。●雨天の場合は中止になり
ます。
健康推進課　992-5711

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。

10月17日㈬　13時～16時
東部健康福祉センター福祉課

　（沼津市高島本町）
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２日㈫ 須山コミセン

東 10月３日㈬

生涯学習セン
ター

深良 10月５日㈮

西 10月10日㈬

富岡 10月11日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

台風などの大雨時の情報取得
「サイポスレーダー」

　県のインターネットサイト「サ
イポスレーダー」では、雨量・水
位情報、土砂災害警戒情報、河川
監視カメラの映像などを確認でき
ます。県内全域のほか、地域の情
報を提供しています。台風などの
大雨時に確認し、早めの避難行動
に活用してください。
パ ソ コ ン ・ ス マ ー ト フ ォ ン ▶︎
http://sipos.pref.shizuoka.jp/
携帯電話▶︎http://sipos.shizuo
ka2.jp/m/
県河川砂防局土木防災課
　054-221-2249

秀景ふるさと富士
写真コンテスト

募集写真／全国にある「ふるさと
富士（見立て富士）」を撮影し
た写真　※富士山を除く
応募方法／作品の裏面に応募票を

貼り付け、県富士山世界遺産セ
ンターに郵送してください。

　※応募票は、県富士山世界遺産
センターホームページからダウ
ンロードできます。
12月７日㈮　※消印有効
県富士山世界遺産センター
　0544-21-3776
〒418-0067
　富士宮市宮町5-12
https://mtfuji-whc.jp

防衛省採用試験（１次試験）

●防衛医科大学校看護学科学生
10月20日㈯
県立大学短期大学部（静岡市駿
河区小鹿）
●防衛医科大学校医学科学生

10月27日㈯・28日㈰
プラサヴェルデ（沼津市大手町）

●防衛大学校学生（一般）
11月３日㈯・４日㈰
日大国際関係学部（三島市文教
町）
高校を卒業した方または卒業見
込みの方で、平成31年４月１
日現在21歳未満の方
９月28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
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Information
インフォメーション

認知症予防講演会
「学んで防ごう！認知症」

日にち 会場

A 10月13日㈯
生涯学習セン
ター２階学習
室１

B 10月27日㈯ 市 役 所 ４ 階
401会議室

時間／①13時30分～14時30分
　②14時30分～16時

①65～84歳の方②どなたでも
①30人②50人　※先着順
①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」（結果は後日郵送）

　②認知症への知識を深め、予防
につなげるための市認知症サ
ポート医による講演会（講師／
A 遠藤真琴さん〔遠藤医院院
長〕B田中日出和さん〔田中クリ
ニック院長〕） ※シナプロソロ
ジーインストラクターによる実践
講座も行います。
９月18日㈫～
AかBのいずれ
か１回参加して
ください。
介護保険課　995-1821

なんすんレディ

　JAなんすんの顔として、各種
イベントに参加し、地元農業を盛
り上げてくれる女性を募集します。
任期／平成31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
30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
１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

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、引率者がいる
ので１人でも安心して参加できま
す。

12月23日㈰～平成31年１月４
日㈮の内６～10日間
オーストラリア、カナダ、サイ
パン・フィリピン・カンボジア
小学３年生～高校３年生
各グループ10～20人
ホームステイ、クリスマス体験、
英語研修、文化交流、地域見学、
野外活動など
25万８千円～49万８千円

　※10月25日㈭までに申し込ん
だ方は１万円引き
(公財)国際青少年研修協会へ資
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㈭
コースによって日数や対象学年
などが異なります。
(公財)国際青少年研修協会
　03-6417-9721
03-6417-9724
〒141-0031　東京都品川区西
五反田7-15-4　第三花田ビル
４階
info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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お知らせ

歯から始める健康ライフ講座

　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25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
市に住民登録のある20歳以上
の方
30人
歯科医師による歯や口の基礎知
識や歯周病と全身の健康の関係
などについての講義、歯科衛生
士によるブラッシング方法・歯
間清掃用具の使い方などの実技
10月19日㈮
すその健康マイレージ対象です。
健康推進課　992-5711

福祉の就職＆進学フェア
～ふくしの就活カフェ～

10月４日㈭　13時～16時
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
●求職者▶︎福祉職場に就職（復
職）を希望する方、福祉系学校
に進学を希望する方●求人者▶︎
職員を募集しているか来年度職
員採用予定があり、復職や家庭
介護などによる多様な働き方に

対応した求人がある福祉施設・
事業所
介護のシゴト復職応援セミナー、
事業所担当者との相談会、福祉
系養成校情報コーナー、各種相
談コーナー、履歴書・面接アド
バイスコーナーなど
求職者の方は予約は不要です。
直接会場へお越しください。出

展を希望する事業所などは、事
前にお申し込みください。
●求職者の方には託児がありま
す。事前に予約してください。
●10月17日㈬に掛川市で、24
日㈬に静岡市でも開催されます。
県社会福祉人材センター
　054-271-2110

10月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

６日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

７日㈰ パイピング横山
☎992-3329

８日㈪ 田央設備㈲
☎997-5175

13日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

14日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

20日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

21日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

27日㈯ 植松水道
☎992-4644

28日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

データバンク
９月１日現在

７日㈰ 市議会議員選挙

14日㈰ 市民ソフトボール大会

20日㈯
・21日㈰

市民のふれあいフェス
タすその・消費生活展

23日㈫ 市長表彰式

31日㈬
～11月４日㈰ 市民芸術祭第一部

10月　カレンダー

人　口　52,305人	 （−6人）
　男　　26,587人	 （−6人）
　女　　25,718人	 （±0人）
世　帯　21,775世帯	（＋24世帯）
内、外国人	 756人	410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
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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

10月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈪ 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

2 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

3 ㈬ 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 田中医院 921-2053 高島町

4 ㈭ 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

5 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 萩野クリニック 966-7111 根古屋 よざ小児科医院 967-5722 原

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

7 ㈰

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 西方外科医院 921-1333 共栄町

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

東名裾野病院 997-0200 御宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

8 ㈪

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

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

9 ㈫ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 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

10 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 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

11 ㈭ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

12 ㈮ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

10月前期

14 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 遠藤クリニック 975-8801 久米田

あめみや内科 935-1159 吉田町 田中医院 921-2053 高島町

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 東医院 921-5520 高沢町

15 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

7 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉

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

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

8 ㈪ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

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

めぐろ歯科
980-6480 中土狩

14 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

室伏歯科医院
992-2439 公文名

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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●文字渦
著：円城塔　新潮社

●赤い靴
著：大山淳子　ポプラ社

●ふたりぐらし
著：桜木紫乃　新潮社

●秒速 11.2 キロの熱情　Passion  of  11.2km/s
著：直原冬明　講談社

●公園へ行かないか？火曜日に
著：柴崎友香　新潮社

一般書

●古事記　日本のはじまり
文：斉藤洋　絵：高畠純　講談社

●秘密基地のつくりかた教えます
作：那須正幹　絵：黒須高嶺　
ポプラ社（ノベルズ・エクスプレス　41）

●行ったり来たり大通り
作：五味太郎　絵本館

●わたしの森に
文：アーサー・ビナード　絵：田島征三　くもん出版

●ぼくの島にようこそ！
作：市川里美　BL出版

児童書

●10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

ファーストブック・セカンドブック
 17日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 24日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室・文化センター図書室

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 

新刊おすすめ本

土屋 千
ち か

佳ちゃん
（３歳・御宿新田）

増山 くるみちゃん
（２歳７カ月・千福が丘）

山口 瑛
えい

太
た

くん
（３歳・御宿台）

中野 来
く れ あ

彩ちゃん
（２歳５カ月・中里）

河井 誠
せいしろう

志郎くん
（２歳６カ月・上町）

10月の休館日 1日㈪・９日㈫・15日㈪・22日㈪
25日㈭・29日㈪

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.sus
ono.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
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 なくそう不法投棄・屋外焼却！
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９月１日　第35回富士山すその阿波おどり大会
すその駅前中央商店街



　富士山ナンバー地域では、10月１日㈪から、地域の
象徴である「富士山」がデザインされた図柄入りナン
バープレートの交付を開始しました。図柄入りナンバー
プレートをつけ、走る広告塔として、富士山麓地域の魅
力を全国に発信しましょう。

企画政策課 995-1804

窓口

◎自家用・業務用登録自動車　
　県自動車会議所　沼津事務所（沼津市原字古田）
　☎967-1171
◎軽自動車
　県自動車会議所　沼津事務所軽分室（沼津市大塚）
　☎939-6022

８時45分～12時、13時～16時30分
休 土・日曜日祝日、年末年始（12月29日～１月３日）

 県自動車会議所 沼津事務所 967-1171

自動車販売会社・整備工場

　交付手数料に加え、ナンバープレートの取付手数料がか
かる場合がありますので、直接問い合わせてください。

・フルカラーとモノトーンの２種類
・交付手数料が必要
・フルカラーは交付手数料に加え、
　1,000円以上の寄付が必要

フルカラー モノトーン

自家用登録自動車 業務用登録自動車 軽自動車

緑色の縁取り 黄色の縁取り

インターネット

予約サイトへ
※24時間365日利用可
http://www.graphic-number.jp

!

図柄入りナンバープレートで地域を盛り上げる

交付手数料
軽自動車・中型 大型

モノトーン 7,400円 10,800円
フルカラー 7,400円＋1,000円以上の寄付 10,800円＋1,000円以上の寄付

※事業用軽自動車の図柄入りナンバーはありません。
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産業振興課
995-1857

　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。商工会青年部と女性部に
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、
おもちゃを修理するおもちゃ病院やフリーマーケットなど
を行います。家族で学び、楽しめるイベントです。

2018すそのフェスタだ！
すそのブランドとハロウィンで！

●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
●雨水タンク組立体験
●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など
●すその餃子祭り
●親子工作教室
　▶︎建設業組合の方の指導を受けて、せいろ作りに挑

戦します。
　 10月21日㈰　10時30分～
　 文化センターエントランス
　 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）
　 かなづち、ドライバー（お持ちの方のみ）
　 産業振興課へお申し込みください。

第37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 固くなる団子・固くなら
ない大福

ライフプラネット 牛乳についてもっと知ろ
う！

沼津友の会裾野最寄 2017 全国友の会家計報
告、魚のおろし方

明るい社会づくり運動県
裾野地区協議会

上質古紙 毎月第二 土曜日
９時 市役所Ｐで、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
達へ」

県地球温暖化防止活動推
進センター　※

県 民 運 動『 ク ル ポ 』 で
COOL CHOICE

㈶関東電気保安協会 電気安全と省エネルギー
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 お よ び エ ネ
ファームの紹介（家庭用
燃料電池）

生活環境課 身近な「ごみ」について
考えよう

消費生活センター 悪質商法〝こんな手口に
ご用心！″

※20日㈯のみ出展

10月20日㈯　10時～16時
 　　 21日㈰　10時～15時

市民文化センター

相馬市と泉佐野市が出店
特産物を販売

　当市と特産物相互取扱協定を結んでいる福島県
相馬市と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

にいたか
高”を、泉佐野市は特

産の泉州タオルを販売します。
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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
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ホームステイや体験入学などで充実した国際交流

　８月４日㈯から 14 
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
英語と日本と違う文化
や気候に驚きながらも、
現地の方との親交を深
め、オーストラリアの
生活を体験しました。
　滞在中は、各家庭に
ホームステイしながら、
デリンヤ小学校やフラ
ンクストン高校の中等
部に体験入学。ホスト
の子どもたちのクラス
に入り、オーストラリ
アの授業を受け、練習
した盆踊りや書道を披
露するなど日本文化を
紹介しました。

ホストファミリーとの交流などを振り返る

　８月22日㈬、短期留学の報告会が市役所で行われ
ました。現地の児童、生徒、ホストファミリーとの交
流などを振り返りました。参加した子どもたちは「授
業にタブレットを導入しているのは先進的に感じまし
た」「ホームシックになったときに、ホストファミ
リーに温かく慰められて嬉しかったです」「出会った
ときのホストファミリーの笑顔で緊張がほぐれて、笑
顔の大切さを知りました」「今まで怖いと思っていた
海外のイメージが、実際に訪れるといろいろな人に優
しくしてもらい変わりました」「今は語学力が足りな
いけど、次は喋れるよう英語の勉強を頑張りたいで
す」など、見たり、感じたりした体験を生き生きと話
してくれました。

▲短期留学の報告会

▲デリンヤ小学校の授業風景

▲フランクストン高校中等部
の授業風景

▲盆踊りを披露

シビックプライド推進室
995-1803

　海外友好協会が夏休み小・中学生短期留学で姉妹都市オーストラリア
のフランクストン市へ児童・生徒10人を短期派遣しました。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。
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海外ホームステイで貴重な体験
小・中学生10人が姉妹都市フランクストン市を訪問



不法投棄は重大な犯罪です
～「自分だけなら」の身勝手な行動はダメ～

　一部の心ない人による不法投棄は、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、市の
収集日に決められた場所へ出してください。
　他人の土地や道路、河川に捨てた場合は、懲役刑や
罰金が科せら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なパトロールを実施しています
が、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。

屋外焼却はやめて！

　市には年間を通じて、煙や臭いなど屋外焼却に関す
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、落ち葉などの焼却を行う
例が多く見られますが、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行う焼却やドラム缶を使
用した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。

家電リサイクル法に基づく適正な処理を

　市では、テレビやエアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類
乾燥機などの家電は回収していません。家電リサイク
ル法に沿って正しく処分しましょう。
買い換える場合
◆家電購入店などに引き取りを依頼
　　買い換えをする店や家電を買った店に引き取りを

依頼してください。　※リサイクル料、運搬料金な
どが必要

買い換え以外の場合
◆廃家電指定取引所へ直接持ち込む
　　郵便局でリサイクル料金を振り込み、家電リサイ

クル券を処分する製品に貼ってから、指定引取所へ
持ち込んでください。 ※製品のメーカー名、型番
が必要

　最寄りの指定取引所▶セキトランスシステム㈱（長
泉町納米里515-1　☎988-6868）

◆市内の収集運搬許可業者に依頼
　　許可業者にリサイクル料金と収集運搬料金を支払

い指定取引所まで運搬を依頼してください。
　市内許可業者▶︎●田口ライフサービス㈱（☎993-

7728）、●豊富士商事㈱（☎992-4112）●㈱
富士美装グリーンサービス（☎997-5480）

不要な家電などの処分は許可業者に

　不要な家電や家庭ごみを収集する場合には、市の一
般廃棄物処理業許可や委託が必要です。

生活環境課　 995-1816
美化センター 992-3210

　山林や道路脇、空き地などへのごみを不法に捨てる人が後を
絶ちません。不法投棄は、美観を害し、環境を悪化させ、自然
破壊を招きます。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。

～スプレー缶のガスは完全に抜いて！～

　中身の残ったスプレー缶やカセットボンベを資
源ごみとして出すと、収集車への積み込み作業中
に爆発・炎上する場合があります。
　人命に関わる重大事故につながる恐れがあるた
め、これらをごみとして出す場合は、必ず中身を
使い切り、スプレー缶などには穴を開けてから資
源ごみ（その他金属小）として出してください。
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なくそう不法投棄・屋外焼却！
テレビなどの家電の処分にはリサイクル券が必要

特集４



インフォメーション

Information

働き方改革関連法案が成立

　働き方改革関連法の施行で、事
業所における残業時間の制限、中
小企業・小規模事業所の月60時
間を超える残業に対する割増賃金
率の引き上げ、１人１年あたり５
日間の年次有給休暇の取得などが
義務付けられます。

静岡労働局雇用環境・均等室
　054-252-5310

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
た作品約170点と、東中・西中学
校美術部の記念作品を展示します。

10月27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

おわびと訂正

　対象の方に既に送付している、
平成30年度インフルエンザ予防
接種実施通知書兼接種券に同封し
た、平成30年度インフルエンザ
定期予防接種（65歳以上）実施
医療機関一覧の一部に誤りがあり
ました。おわびして訂正します。
【誤】齋藤耳鼻科内科医院
【正】齋藤耳鼻咽喉科医院

健康推進課　992-5711

行政書士無料相談会

10月22日㈪　10時～12時
市役所４階

相続や遺言、不動産に関する申
請、建設業・産廃業許可などの
申請についての相談
県行政書士会裾野支部

　993-4168

裾野吹奏楽フェスティバル
2018

　どなたでも来場できます。
10月６日㈯
市民文化センター大ホール

　開場▶︎12時、開演▶︎13時
市内の小・中・高等学校の吹奏
楽部と静岡県警音楽隊による演
奏会です。

出演団体／東小学校、深良小学校、
東中学校、西中学校、富岡中学
校、裾野高等学校、不二聖心女
子学院、県警音楽隊
生涯学習課　994-0145

労使間のトラブルの相談

　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。

月～金曜日　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
　（固定電話からのみ）

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27日㈯
　13時30分～15時30分

ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出
町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

にこにこキャラバン
“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16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
民生委員児童委員協議会（土屋）

　997-2031

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18日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和23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

6
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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　

富士山資料館「もみじ観察会」

10月28日㈰　９時30分～12時 
※雨天時９時30分～11時
富士山遊歩道

　集合場所▶︎富士山資料館
小学４年生以上の方
富士山遊歩道で見られる紅葉を
観察します。　※雨天時は館内
で学習会を開催します。

講師／大森紀行さん
300円
防寒着、飲み物、双眼鏡またはカ
メラなど（お持ちの方のみ）
車でお越しの方は第２駐車場を
ご利用ください。
富士山資料館　998-1325

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ま
たはその子どもの高校・大学など
の教育費用を、県労働金庫から借
り入れる場合、市の利子補給制度
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

の据え置き可能）
利子補給率／1.0％　※利子補給

率は、平成31年３月31日まで
に貸し付けを受ける場合の率で
す。
予算がなくなり次第、受け付け
を終了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

　産業振興課　995-1857

10月１日は「浄化槽の日」

　浄化槽の使用者は、次のことを
行うことが浄化槽法で義務づけら
れています。

●県の登録業者に委託して保守
点検の実施（年３～４回以上）

　●市の許可業者に委託して清掃
の実施（年に１回以上）▶︎

　西・東・深良地区／山水総業
　TEL 992-1561
　富岡・須山地区／富士クリー 

ンサービス　TEL 997-6100
　※希望する日時がある場合は、

早めの予約が必要です。
　●県の指定検査機関へ依頼して

法定検査の受検（年に１回）▶︎
　県生活科学検査センター
　TEL 054-621-5030

生活環境課　995-1816

　市民無料相談会を開催

行政相談会　10/15～21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

その他の相談

●資格団体相談（10時～12時）
　▶︎土地、家屋（空き家、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。

芹澤 隆伸さん（茶畑）

湯山 貴志子さん（御宿）

　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22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
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インフォメーション

Information

県最低賃金改正

　県の最低賃金が10月３日㈬に
改正されます。
県最低賃金／858円

静岡労働局賃金室
　054-254-6315

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。

10月31日㈬
美化センター　992-3210

もののふの里葛山城まつり

10月28日㈰　10時～13時
　30分ごろ

葛山城址・仙年寺駐車場
●チャンバラ合戦▶︎葛山城御前
試合・国盗り合戦と称したチャ
ンバラ合戦を行います。●「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。●手裏剣体験
コーナー▶︎どなたでも体験でき
ます。●甲

かっちゅう
冑武者▶︎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、甲冑武者に
よる寸劇、飲食物の出店などが
あります。
もののふの里葛山城まつり

　実行委員会　997-1035

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

10月25日㈭
東部総合庁舎（沼津市高島本町）

対応者／委嘱を受けた非常勤の精
神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など

県東部健康福祉センター
　福祉課　920-2087

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・中学生の方と
高校生相当年齢の方には、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

裾野駅西土地区画整理事業
事業計画の第３回変更

　当市では、市の玄関口にふさわ
しい中心市街地の形成に向けて、
裾野駅西地区を一体的に基盤整備
する裾野駅西土地区画整理事業を
実施しています。当事業の事業計
画を、県知事の認可を受け、８月
24日㈮に変更しました。詳細は市
公式ウェブサイトで確認するか区
画整理課にお問い合わせください。

http://www.
city.susono.sh
izuoka.jp/ma
chizukuri/1/
land_readjustment_proje
ct/susonosta_lrp/7676.html
区画整理課　994-1274

こころの健康づくり講演会

10月31日㈬　13時30分～14
時45分
生涯学習センター３階学習ホー
ル
市内に住んでいる方
160人

テーマ／見えないこころに向き合
う方法

講師／橋本景子さん（高田短期大
学特任准教授）
すその健康マイレージ対象事業

健康推進課　992-5711

重要文化財 旧植松家住宅
清掃ボランティア

10月20日㈯
　清掃▶︎13時30分～、お茶会▶︎

14時30分～
旧植松家住宅（中央公園内）
10人（先着順）
重要文化財・旧植松家住宅を清
掃します。清掃後には、県立裾
野高等学校茶道部によるお茶会
を行います。掃除ができる服装
でお越しください。
10月５日㈮ 　８時30分～
雑巾

生涯学習課　994-0145

8
2018.10.1



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１ｔ以
上５ｔ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）、砥石取替
等特別教育、足場の組立て等作
業従事者特別教育●パソコン
コース▶︎パソコン入門、ワー
ド・エクセル基礎、ワード・エ
クセル活用、年賀状、アクセス
基礎、夜間パソコン入門、夜間
ワード・エクセル基礎、夜間
ワード・エクセル活用、夜間パ
ワーポイント基礎、夜間アクセ
ス基礎、夜間イラストレーター
基礎、夜間年賀状、夜間JW-
CAD基礎●カルチャーコース
▶︎アロマ教室、手作り木綿ぞう
り教室、フラワーアレンジメン
ト、絵画教室、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

サイエンス教室

11月18日㈰　16時～18時30
分　※受付▶︎15時30分～
生涯学習センター２階学習室１、
文化センター第１駐車場
小学４年生～中学生の方
40組（先着順）　※２人１組
でお申し込みください。親子で
も参加できます。
「ガリレオはどうやって月のク
レーターを発見したか」や宇宙
についての最新情報を学びます。

　２人１組で望遠鏡を１台作り、
望遠鏡で宇宙をのぞいてみま
しょう。

テーマ／未知の宇宙を天体望遠鏡

で覗いてみよう
１組1,600円　※保険料１人50
円を含む
生涯学習課にある申込書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
10月15日㈪～11月９日㈮
筆記用具、はさみ、木工用ボン
ド、輪ゴム（４本ほど）、セロ
テープ、カメラの三脚（お持ち
の方のみ）
生涯学習課　994-0145

市民まちづくり講座

10月27日㈯　13時30分～16
時30分
文化センター会議室34・35
誰かの役に立ちたい方、何か
やってみたい方、地域に仲間が
ほしい方　※小さな子どもと一
緒の参加もできます。
50人
気になっていることがあるけど、
どうしたらいいのか分からない
などのモヤモヤの正体をはっき
りさせて、思いを深め合える仲
間 を 作 る 「 関 係 作 り ワ ー ク
ショップ」です。

テーマ／楽しく発見！あなたのモ
ヤモヤの正体

講師／山ノ内凛太郎さん（ワーク
ショップデザイナー、ファシリ
テーター）
氏名・住所・電話番号・講座名
を電話またはファクス・メール
でお知らせください。
10月25日㈭
市民活動センター

　950-8875　 992-4047
scenter@machitera.jp

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。

12月５日㈬～７日㈮　９時30
分～15時30分
県看護協会会館（静岡市駿河区
南町）
看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
11月22日㈭

県ナースセンター
　054-202-1761

shizuoka@nurse-center.net

壮年男女混合バレーボール大会
参加チーム

11月11日㈰　９時30分～
市民体育館
市内に住んでいる次の要件を満
たす方で構成した行政区単位の
チーム（１チーム20人以内）

　●男性▶︎35歳以上（昭和59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28日㈰
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
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インフォメーション

Information

市営墓地使用者（第15期）

　市営墓地は、深良中学校から１
km上ったところにあります。墓
地からは美しい雄大な富士山を眺
めることができます。

市民▶︎市に住民登録があり、市
内に墳墓をお持ちでない方

　市外▶︎沼津市、三島市、御殿場
市、長泉町、清水町、小山町に
住民登録がある方、または市内

の事業所に勤務している方で、
市内に墳墓をお持ちでない方

　※いずれも改葬予定の場合はお
申し込みできます。

募集区画／３㎡の標準タイプ29
区画（１号墓域▶︎３区画、２号
墓域▶︎３区画、３号墓域▶︎23
区画）

永代使用料／市民▶︎430,000円
　市外▶︎570,000円　
墓地管理料／5,140円（年額）

墓所使用申込書と本籍地が記載
された住民票を生活環境課に提
出してください。

10月９日㈫９時～10月19日㈮
17時
使用区画抽選会は、10月25日
㈭に行います。引き渡し時期は、
12月初旬の予定です。お急ぎ
の方はご相談ください。
生活環境課　995-1816

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

Q 屋根を無料で点検すると業者が訪問してきた。
見てもらったら「瓦がずれている」と言われ

た。損害保険で修理でき、手続きも全て業者がやる
とのことで契約した。その後、「保険の支払対象外
だったため、費用がかかる」と言われた。やめたい。 

Ａ 最近は、台風、豪雨、雷、地震などが多く発
生し、自然災害による住宅トラブルが増加し

ています。保険金を使って無料修理ができると勧誘
する業者が訪問してきても、その場で契約するのは
やめましょう。住宅修理が自分の加入している保険
の対象になるか、まず加入している損害保険会社に
相談してください。訪問販売で契約した場合は、契
約した日から８日間はクーリング・オフ（無条件解
約）できます。８日間を過ぎても解約できる場合も
あるので、不安なときはすぐに消費生活センターに
ご相談ください。

マイクロプラスチックの今
　海を漂う大きさ５㎜以下のプラ粒子、マイクロプ
ラスチックの使用抑制を企業に求める「海岸漂着物
処理推進法改正案」が８月15日㈬に成立しました。
洗顔料や歯みがき粉などに含まれるプラスチック
ビーズの製造と販売の自粛を企業に求めるものです。
　企業はすでに取り組みを始め、子ども向けおも
ちゃメーカーでは植物由来のブロックの発売を３月
１日㈭から開始しました。国内大手化粧品メーカー
では、マイクロビーズ入り製品の生産を昨年６月
30日までに終了し、販売は６月30日㈯までに代替
物質に切り替えました。また、ファストフード世界
大手では９月からイギリスとアイルランドの全ての
店舗で紙ストローが導入されます。
　消費者は、プラスチックを消費する者として、現
実を知り、当事者意識を持つことが大切です。

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

消費生活センター 995-1854
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Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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30年４月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫
13:00～13:30

平成29年３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

11日㈭
13:00～13:15

平成28年４月
生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭
13:00～13:30

平成27年９月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　2日㈫※ 17:00 ～ 19:30
　9日㈫※  9:00 ～ 11:30
16日㈫　 13:00 ～ 15:30
25日㈭※  9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

10月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
１・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

５日㈮
18:00～18:30 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

１日㈪
13:00～15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

26日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

４日㈭・22日㈪
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

23日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

日 月 火 水 木 金 土

整形 内科 内科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形・内科 整形 内科 外科 内科 内科 整形

整形 内科 内科 内科
※21日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

7

14

21

28

１

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27
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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

10月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 えがわ医院 921-5148 高島本町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

18 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

19 ㈮ 森医院 966-2017 石川 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 ㈯ 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

21 ㈰

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

22 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

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 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

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 ㈮ きせがわ病院 952-8600 大岡 金元整形外科医院 924-0112 松長 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

27 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭
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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

10 月後期

28 ㈰

旭医院 966-0031 原 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 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

おぐち医院 992-6611 深良 白石医院 951-4593 市道町

29 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

30 ㈫ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 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

31 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 遠藤クリニック 975-8801 久米田 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

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

21 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉

28 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

吉田歯科医院
987-6118 納米里

裾野市　 三島市　 沼津市　 長泉町　 清水町

●救急協力医の変更／10月１日㈪の小児科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：すずきファミリークリニック▶変更後：坂小児科医院（931-3233　 下香貫前原）
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　伝統の早稲田大学応援部は1905年に創部された
国内で最も歴史のある応援団の一つ。オリジナル曲
の「コンバットマーチ」は現在でも多くの応援団が
使用しており、応援に強い影響力を持っています。
　平成30年度早稲田大学応援部主将に就任したの
が渡邊友希さん。

　子どもの頃は泣き虫だったという渡邊さんが応援
に目覚めたのは、高校入学直後に受けた応援指導で
した。指導する立場となり活動を続ける中、応援を
極めたいと思うようになり、出会ったのが早稲田大
学応援部。オープンキャンパスでの公演や、イン
ターネットで活動を見て、日本一有名なこの応援部
に入ることを決意しました。
　「始めは10人いた同期も半分が退部。厳しい上
下関係や規律に対する指導、一人暮らしと学業の両
立のつらさから何度もやめたいと思いました。活動
を理解してくれた両親への感謝の気持ち、厳しい中
でも親身になって相談に乗ってくれた上級生との絆、
選手や観客からの“ありがとう”の言葉が続けるパ
ワーとなりました」と語る渡邊さん。
　早大スポーツ競技などでの応援はもちろん、実業
団からも応援依頼を受け活動しています。
　実家に帰ったときに犬の散歩をしながら眺める富
士山のある景色が大好きだという渡邊さんは「夢、
感動、喜び、やすらぎを与えられる人なり、心を動
かす、心に残ることをしたい」と夢を語りました。

押忍　早稲田大学応援部主将
渡邊　友希さん（深良新田・22歳）

鉄砲と事故

　1543年、種子島に来航したポルトガル船によっ
て伝えられた鉄砲は瞬く間に全国に広がり、当時の
戦術を大きく変えました。江戸時代、幕府をはじめ
大名や旗本も軍役として多くの鉄砲を備えていまし
たが、村々でも所持することがありました。左下の
古文書は1808年の深山（須山）村の調査報告です。
これによると鉄砲を所持する人が11人いて、鉄砲
の大きさ（玉目）についても記録されています。
　右下は1794年、富士郡のある村から須山村への
わび状です。内容は「宅右衛門は炭焼きの他に猪・
鹿猟師の仕事をしていたが、ある時誤って鉄砲で長
左衛門の母に手傷を負わせ、死に至らしめてしまっ
た。宅右衛門は剃

ていはつ
髪して菩提を弔うので許してほし

い」です。江戸時代も鉄砲による事故がありました。

（須山区有文書）

覚 證文之事

しまじろうコンサート
「たんけん！ うみのワンダーランド」

　楽しい海の仲間たちが住む「うみのワンダーラン
ド」を探検しに来たしまじろうたちは、迷子の子ガ
メに出会います。母ガメを探すために出発したしま
じろうたちを待ち受けるものは……。

と　き／平成31年３月９日㈯
　①開演11時30分～　②開演14時～
　※開場▶︎30分前
料　金／全席指定（税込）3,120円
　※３歳未満で膝上鑑賞の場合１人のみ無料
発売日／11月24日㈯　10時～

10月の休館日
１日㈪・15日㈪・29日㈪
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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

９月30日　オーストラリアンフェア
市民文化センター　多目的ホール
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市議会９月定例会
条例改正や補正予算など26議案を審議

特集１

　市議会９月定例会が８月17日㈮から９月21
日㈮までの36日間の日程で行われました。条
例改正や補正予算など26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年度一般会計歳入歳出決算などの認定
　平成29年度の一般会計、国民健康保険特別会計、
後期高齢者医療事業特別会計、介護保険特別会計、土
地取得特別会計、十里木高原簡易水道特別会計、下水
道事業特別会計、墓地事業特別会計、水道事業会計、
それぞれの歳入歳出決算が認定されました。決算の詳
細は、４ページから８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渡邉すみ枝委員を引
き続き任命することが同意されました。

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部改正
　特別職報酬等審議会からの答申を尊重し、市議会議
員の議員報酬の額を改めるため、条例の改正をしまし
た。

国際交流基金条例の一部改正
　国際交流基金の繰替運用および処分の方法を規定す
るため、条例の改正をしました。

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正
　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一
部改正に伴い、条例の改正をしました。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者
負担額を定める条例の一部改正
　指定都市の市町村民税の税率が変更されたことおよ
び未婚のひとり親について地方税法上の寡婦控除が適
用されたものとみなすことに伴い、条例の改正をしま
した。

市道路線の変更
　３路線の起終点の変更を行いました。

◀︎夏休み小・
中学生短期
派遣

議　案
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特集 1

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
　【子育て期（乳幼児期）支援の充実】
　▶子ども・子育て支援事業計画更新に伴う調査事業
　　平成32年度から始まる「子ども・子育て支援事

業第２期計画」の策定に向け、子育て世帯を中心と
した実態把握調査、事業者ヒアリングおよび今後の
人口・児童数の推計作業を実施し、将来への基礎数
値を把握します。

　▶小規模保育所施設整備事業
　　子育て支援の強化として、官民が連携し市内待機

児童解消対策の充実を図るため、小規模保育所開所
に対する施設整備補助を行います。

●子ども達の生きる力を育むまち　すその
　【学習環境の整備】
　▶小中学校全教室のエアコン設置に伴う設計事業
　　市内小・中学校の全教室にエアコンを設置するた

めの設計を行い、夏季における児童・生徒の学習環
境の改善を図ります。

「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
　【防災体制の整備推進】
　▶ブロック塀等耐震改修促進事業
　　地震発生時に市民の皆さんの安全を確保するため、

ブロック塀の撤去および同時に行う生垣などの設置
工事に対する補助の充実を図ります。

一般会計補正予算（第２回）
　歳入歳出予算総額を207億900万円としました。補
正予算の主な内容は次のとおりです。

◀特別教室

◀ブロック塀の点検と改善
（パンフレット）

普通教室▶

　ブロック塀
の倒壊▶

補 正 予 算

3
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平成29年度　決算報告
一般会計・特別会計および基金現在高・市債残高を報告します

特集２

歳 入 総 額 203億6,704万円
（対前年度比　▲6.7%　▲14億6,054万円）

歳 出 総 額 197億     64万円
（対前年度比　▲7.2%　▲15億2,320万円）

　平成29年度市の一般会計・特別会計を報告します。納められ
た税金や、国・県からの補助金などがどのように使われたのか
をお知らせします。

一般会計

歳入

　歳入・歳出ともに減額

　歳入決算額は、前年度から市税や国庫支出金、諸収
入が減少し、前年度と比較して6.7%減の203億6,704
万円となりました。平成29年度も普通交付税の不交
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、土木費、教育費などが減少したため
前年度と比較して7.2%減の197億64万円となりまし
た。

自
主
財
源（
67・７
％
）

依
存
財
源（
32・３
％
）

市税（51.0%）   103億8,495万円
市民の皆さんや会社などの法人が納めた税金

諸収入（5.0%）   10億2,315万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

繰入金（4.9%）   9億9,190万円
基金の繰入金など

繰越金（1.6%）    3億3,374万円
前年度の剰余金

その他（5.2%）   10億5,990万円
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（12.2%）    24億8,239万円
事業を行うために国から交付される補助金など

市債（7.1%）   14億5,110万円
事業を行うために借り入れたお金

県支出金（4.8%）    9億7,791万円
事業を行うために県から交付される補助金など

その他（8.2%）   16億6,200万円
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
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特集２

平成29年度　決算報告
財政課

995-1801

一般会計歳入・歳出決算の推移

29 年度

百万円

28272625242322212019
0

　（うち市税収入） 一般会計歳出一般会計歳入
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歳出
※平成21・27年度は、定額給付金・地方創生関連事業など国
の施策が実施されたため、歳入・歳出が増となりました。

　厳しい財政状況
　～基金残高の減少や市債残高の増加～

　市では、行政サービスの水準が急激に低下すること
がないように、基金の取り崩しや市債発行による借入
で収入不足を補っています。その結果、歳入決算が歳
出決算を上回ることになります。
　歳入の根幹である市税収入は、平成19年度の136
億6,177万円をピークに減少傾向で推移しています。
近年は基金残高の減少や市債残高の増加など厳しい状
況です。持続可能な行財政運営のために事業の見直し
など健全運営を図ります。

民生費（28.2%）   55億6,419万円
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（13.2%）   26億　622万円
道路、河川、公園の整備などにかかったお金

教育費（12.6%）   24億9,176万円
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（12.1%）   23億7,761万円
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（12.0%）   23億6,832万円
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（9.7%）   19億　870万円
事業を行うために借り入れたお金の返済金

その他（12.2%）   23億8,384万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など

5
2018.10.15



平成29年度　決算報告

特集２

　市民１人あたりの貯金額は16万円

　基金は、家計に例えると貯金にあたるものです。そ
れぞれの目的のために積み立てた総額は84億2,890万
円で、市民１人あたり16万円の貯金額となります。

　市債残高は193億1,998万円

　市債は、家計に例えると借金にあたるもの
です。市債残高は193億1,998万円になりま
す。事業年度に市民の皆さんに大きな負担に
ならないよう、公債費で長期にわたって計画
的に返済します。

基金現在高／市の預金残高。財源に余裕があるとき
などに積立、不足するときなどに取り崩します。

財政調整基金／急激な税収の落ち込みや、思わぬ支
出の増加などに備えるための基金。年度間の財源
の不均衡を調整します。

都市施設建設基金／都市基盤の整備や公共施設の老
朽化に対応するための基金。更新・長寿命化の財

源として活用します。
学校教育施設整備基金／小・中学校施設の地震改築

工事などに備えるための基金
主要３基金／財政調整基金・都市施設建設基金・学

校教育施設整備基金
地方債残高／市の借金残高。国や銀行などから借入

しています。

基金現在高
平成29年度 平成28年度

基金現在高 84億2,890万円 89億6,187万円

内
訳

財政調整基金 48億1,019万円 53億7,618万円

都市施設建設基金 20億6,154万円 21億1,306万円

学校教育施設整備基金 7 億3,160万円 6億9,740万円

他13基金 8億2,557万円 7億7,523万円

特別会計項目 歳入 対前年度比 歳出 対前年度比
国民健康保険特別会計 57億  160万円 ▲3.4% 52億6,337万円 ▲5.5%

後期高齢者医療事業特別会計 5億  719万円 5.7% 5 億　171万円 5.2%
介護保険特別会計 33億5,949万円 5.1% 32億2,022万円 7.1%
土地取得特別会計 30万円 ▲67.4% 30万円 ▲67.4%

十里木高原簡易水道特別会計 4,306万円 ▲13.3% 4,306万円 ▲13.3%
下水道事業特別会計 10億3,870万円 ▲9.4% 10億3,870万円 ▲9.4%
墓地事業特別会計 4,767万円 2.7% 4,463万円 2.5%
合　　　　計 106億9,801万円 ▲1.2% 101億1,199万円 ▲1.7%

※水道事業会計は８ページに掲載しています。

主要３基金の残高・取崩額推移 
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特別会計
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特集２

　健全化判断比率とは

　市の標準財政規模※の数値などを用いて、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場合は新
規の借金が制限されるなどの制約があります。

平成29年度財政健全化判断比率

指標名 数値
早期健全化

基準
（黄信号）

財政再生
基準

（赤信号）
1．実質赤字比率 －（黒字） 13.03% 20%

2．連結実質赤字比率 －（黒字） 18.03% 30%

3．実質公債費比率 7.5% 25% 35%

4．将来負担比率 19.5% 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29年
度の当市の標準財政規模は約123億円です。

　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：資金の不足額÷事業の規模

平成29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％

財政健全化比率・資金不足比率公表
　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29
年度の健全化判断比率と資金不足比率を公表します。各指標の数
値は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

健全財政で
うるおい すその。

１．実質赤字比率
　一般会計の収支が赤字となった場合の指標です。
家庭に置き換えると「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表し
たものです。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。地方公
共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示し
ます。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。家庭に置
き換えると「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指標です。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

財政の健全度を判断する
４つの指標
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　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29年度水道
事業会計の決算状況を報告します。

上下水道経営課
995-1836

皆さんの水道料金で賄われています

　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。

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）

市上水道北部配水場

平成29年度水道事業会計決算報告
安定した経営を維持

水道施設や配水管布設（替）
工事などにかかる費用
1億8,944万1,204円

借入金元金の返済
1億3,185万8,826円

※決算額に消費税は含まれていません。

支出

収入

支出合計 3億2,130万0,030円

収入合計 4,458万8,420円

不足金額（損益勘定留保資金などで補てん）
2億7,671万1,610円

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
2億3,961万1,261円

施設などの減価償却費
3億7,823万2,533円

借入金の利息の支払い
3,763万4,390円

その他
1,283万4,614円

その他
5,156万7,133円

長期前受金戻入額
1億4,156万9,291円（非現金）

支出

収入

支出合計 6億6,831万2,798円

収入合計 9億3,878万5,754円

水道料金
7億4,564万9,330円

純利益2億7,047万2,956円（非現金含む）
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特集４

“あるもの磨き”でまちの新たな魅力を発掘・提案！
平成30年度「みらい会議」を開催しました
　８月18日㈯に、生涯学習センターで本年度第１回目の「みら
い会議」を開催しました。会場には、約70人が集まり、市長か
らの市政報告を聞いたあと、ワークショップに参加し、まちの新
たな魅力づくりについて話し合いました。

企画政策課
995-1804

市政報告

　市政報告で髙村市長は①平成29年度主要事業の進
捗状況②平成30年度新規事業について説明しました。
市の主要事業を「まち“共生”」「ひと“共育”」
「しごと“共栄”」「市民協働・ＰＲ・広域連携」の
４つの項目に分類し、12の事業について平成29年度
の進捗状況を報告しました。
　また、今年度から新たに実施している事業のうち、
「保育環境拡充事業」など、５つの事業について説明
を行いました。

ワークショップ

　会場内に小さな子どもの「遊びスペース」や市が実
施する屋上緑化事業の苗木を配置するなど、にぎわい
と癒やしのある雰囲気の中で、楽しい議論が交わされ
ました。
　10グループ（各５～６人）に分かれた参加者は、
「裾野市にあるもの」を掛け合わせ、まちの新たな魅

力づくりに取り組み
ました。最後に、各
グループの提案発表
が行われ、良かった
と思う提案について、
参加者全員で投票を
行いました。グループからの提案は「みらい会議実行
委員会」で実現に向けた協議を行っています。

投票結果（上位５提案）
得点 提案内容

16点 コスプレイヤーが裾野市をＰＲ
(富士山×演習場×コスプレ)

15点 ご当地炭酸水を製造・販売
(裾野の水×炭酸×すそのん)

14点 象が五竜の滝の前で水浴び
(富士サファリパーク×象×五竜の滝)

10点 裾野高校と協力して地域活性化
(裾野高校×市役所×地域)

10点 市民参加型で市のＰＲを強化
(裾野の風物×市民参加×ＳＮＳ)

　８月31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、評価委
員会を開催しました。右表のとおり総合計画
で掲げる６つの「施策の大綱」ごとに有識者
７人が評価をしました。進捗に遅れのある事
業は見直しを図り、計画期間（平成28年度
～32年度）中に目標が達成できるよう毎年
進捗管理を行っていきます。
【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」 Ａ

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29年度進捗状況 Ｂ

●●●●●●●●●● 市総合計画等評価委員会で総合計画の進捗状況を評価 ●●●●●●●●●●
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フォトグラフ

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

かれんなコスモスに囲まれて

長寿を祝う� ９月８日いざというときに備えて� ９月２日

　オレンジ色や黄色の花弁と柔らかな茎が風になびくコスモスは、
かれんという言葉が当てはまる秋を代表する花です。富士山の眺望
が自慢のパノラマ遊花の里で、黄花コスモスが見頃となりました。
９月15日㈯・16日㈰にコスモスまつりのイベントが行われ、多く
の人たちを咲き誇る花々が迎えてくれました。

　敬老会が市民文化センターで行われました。75歳以上の方が対
象で、午前の部と午後の部合計1,883人が出席しました。小学生が
作文を朗読し「おいしい野菜を作ってくれてありがとう」などとお
じいちゃんやおばあちゃんに感謝の気持ちを伝えました。

　南小学校で伊豆島田区によるモデル区訓練が行われ、約350人の
区民が参加しました。今回の訓練では避難訓練で経路を確認した後、
間仕切りボードや簡易トイレの設置、医療救護・トリアージ訓練が
行われました。参加者は緊張感を持って訓練に臨んでいました。

Photograph ９月
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スピード・アンド・チャージ� ９月8･9日

　太陽生命ウィンメンズセブンズ2018第3戦が運動公園で行われ
ました。７人制女子ラグビーの最高峰大会で、日本のトップチーム
11チームが熱戦を展開。トライが決まると観客から大歓声が送ら
れました。激戦の末、三重パールズが優勝しました。

　広報特派員始動!!� ９月11日

　９月11日㈫に、広報特派員の委嘱状の交付式と研修会
が行われました。交付式では市長から委嘱状が手渡され、
研修会では㈱静岡新聞社の水島重慶さんに取材時の注意点
やカメラの使用方法を教わりました。
　広報特派員は、広報すそのや市公式SNSなどの掲載内容
を充実させ、新鮮で親しみやすい記事の発信を目指し、市
内で行われるイベントや心温まる出来事を取材したり、景
色などの写真撮影をしたりします。
　いよいよ、広報特派員が市内各地のイベントや写真撮影
に出向きます。取材した記事や写真は随時掲載しますので、
お楽しみに！

ホールインワンをねらって� ９月13日

　シニアクラブの秋季グラウンドゴルフ大会が総合グラウンドで行
われ、54チーム265人が競いました。芝生や凹凸で力の加減が難
しく、飛びすぎたりナイスショットが出たりし、チームみんなで一
喜一憂。悔しさを笑い飛ばして、楽しんでプレーしていました。

１人暮らしの高齢者に花をプレゼント�９月12日

　敬老の日を前に、東静岡ヤクルト販売㈱の「愛の一声運動」で、
ヤクルトレディが１人暮らしの高齢者の方へ花を届けました。千福
が丘に住む加藤正子さんは花を受け取り、「今日は花びんを開けて
楽しみにしていました」と微笑んでいました。

神前相撲で“はっけよい、のこった”�９月16日

　佐野八幡宮例大祭奉納子ども相撲大会が境内で行われました。参
加したのは地区の子どもたち50人。押し相撲あり投げ相撲ありと、力
のぶつかり合う取組に、応援の人たちも力が入ります。真剣なまなざ
しでの取組が終わった後の、子どもたちの笑顔が印象的でした。

Photograph 2018.9
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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

と　き／10月31日㈬～11月４日㈰、11月７日㈬～11日㈰
ところ／市民文化センター
開会式／10月31日㈬　10時～

と　き／11月３日㈯　11時～15時
【実演】
●バイオリン演奏　　　
●ハーモニカ演奏、歌
●手話ダンス
●アカペラ・コーラス
●阿波おどり
●ポピュラーソングデュオ

●アンサンブル演奏
●フルート演奏
●二胡の説明、名曲実演
●篆

てんこく
刻実演

【体験】
●二胡演奏
●連句実作会
●七宝焼　
●詩吟で健康法
●阿波おどり
●バイオリン演奏

●フルート演奏、笛作り
●生け花（小・中学生）
●タイル画のコースター作成
●歌詞を手話で表す
●彫刻
●色紙作り

特集５

市民芸術祭　～であい・感動～
さまざまな分野の芸術を体験
　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
994-0145

部　門 と　き 内　容

展覧会
10月31日㈬～11月４日㈰　
9:00～17:00
※最終日は16:00まで

書道展（含篆
てんこく

刻）、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）

吟道祭 11月３日㈯
13:00～16:30 詩吟、詩吟体験、舞踊と詩吟の共演、大合吟「富士山」

囲碁大会 11月４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、プロ棋士を招いての囲碁入門
教室

音楽祭 11月４日㈰
12:30～16:30

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７日㈬～11日㈰
9:00～17:00
※最終日は16:00まで

手芸・工芸展（陶芸、七宝焼、染織、彫刻、絵手紙、布手芸など）、華
道展（生け花）、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10日㈯
10:00～15:00 図書館茶道教室（裏千家）

11月11日㈰
10:00～15:00 表千家茶道教室

芸能祭

洋舞・
音楽の部

11月10日㈯
12:30～16:30

童唄、歌謡曲、大正琴、チアダンス、ロックバンド、３Ｂ体操、バレエ、
一輪車ダンス、フラダンス、手話ダンス、阿波おどりなど

日舞・
邦楽の部

11月11日㈰
13:00～15:30 日本舞踊、民踊など
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対象
　市内に住んでいて、昭和29年３月31日までに生ま
れた方
持ち物
●結核健康診断通知書
●がん検診等受診表（別途通知）
※対象の方で通知が届かない方や紛失した方は、直接

会場にお越しください。

その他
●次の方は、通知が届いても検診は必要ありません。
　・勤務先で検診を受ける方
　・３カ月以内に胸部レントゲン撮影を受けた方
　・胸の疾患で通院している方
　・今年度、肺がん検診を受けた方または受ける方
　・国保加入者で、人間ドックを受ける方
●過去に肺・心臓の病気をしている方は、結核検診の

受診について主治医と相談してください。

　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16,789人、死亡者数は2,303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

結核健康診断日程表
日にち 時間 会場

11月７日㈬

9:00～9:20 安全タクシー
9:40～10:20 西中学校
10:40～11:10 天理教教会
11:30～11:50 中丸上公民館
13:00～13:50 福祉保健会館
14:10～14:40 久根公民館
15:00～15:20 町震地区コミュニティセンター

11月８日㈭

9:00～9:20 十里木高原集会所
9:50～10:20 須山地区研修センター

10:40～11:00 須山二区集会所
（田向集会所）

13:30～14:00 下和田地区集会所
14:10～14:30 呼子公民館
14:50～15:10 今里本村集会所

11月９日㈮

9:00～9:50 市民体育館
10:10～10:40 深良地区コミュニティセンター
11:00～11:20 切遠地区コミュニティセンター
13:30～14:10 御宿新田地区コミュニティセンター
14:30～14:50 深良新田公民館

11月11日㈰ 9:00～11:00 市役所
11:10～11:30 市役所★

11月12日㈪

9:00～9:10 杉山幸雄さん宅（市の瀬）
9:30～9:50 髙田泰幸さん宅（峰下）

10:10～10:30 向田小学校体育館
10:50～11:10 青葉台中公園
13:30～14:00 葛山集会所
14:20～15:20 富岡地区コミュニティセンター

●どの会場でも受診できます。　●受診は１人１回のみです。　★車いすの方の対応の検診車です。

日にち 時間 会場

11月１日㈭

9:00～9:30 金沢公民館
9:50～10:10 田場沢区集会所
10:30～10:50 中里地区集会所
11:10～11:30 上ケ田区集会所
13:30～15:00 市民体育館

11月２日㈮

9:00～9:20 麦塚公民館
9:40～10:10 南児童館
10:30～10:50 南町公民館
11:10～11:30 富沢公民館
13:30～13:50 ㈱スソノ物流
14:10～14:40 中丸公民館

15:00～15:30 富士見台公園
※雨天時：富士見台公民館

11月５日㈪

9:00～9:40 かつ榮
10:00～10:50 クリエイトＳ.Ｄ 裾野茶畑店
11:10～11:40 本茶公民館
13:30～15:00 市役所

11月６日㈫

9:00～9:30 千福が丘小学校
9:50～10:20 千福公民館
10:40～11:10 石脇公民館
13:15～13:35 南堀地区集会所
13:50～14:20 原区集会所
14:40～15:10 岩波公民館
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インフォメーション

Information

依存相談

　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

とき 対象校区
11月１日㈭・
15日㈭・26
日㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

11月７日㈬
東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津
市高島本町）

時間はいずれも13時～16時
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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。

11月７日㈬　13時～16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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。匿名で参加できます。

11月17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

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29日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
11月15日㈭

国保年金課　995-1813

駿東市町長講演会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

11月13日㈫　13時30分～
小山町総合文化会館金太郎ホー
ル（小山町阿多野）

演題／建築と地域の関わり『場の
力、そして負ける建築』

講師／隈研吾さん（東京大学教授）
小山町総務課　0550-76-6131

■深良地区
11月11日㈰　８時45分～13時　※市政カレンダーには
18日㈰と記載されていますが、変更になりました。
深良地区コミュニティセンター周辺
岩波おはやし･小学校吹奏楽･太鼓･歌謡・スポーツ少年
団一輪車の披露、露店、飲食物・農産物販売、バザー、
子どもたちの作品展示、もちまきなど

■富岡地区
11月25日㈰　９時～14時
富岡第一小学校
コミュニティステージ（吹奏楽、踊りなど）、手芸品な
どの展示、お茶席、喫茶コーナー、お楽しみ抽選会、青
空朝市（花木、野菜、生鮮食品）など

■東地区
11月４日㈰　９時～13時
向田小学校
鼓笛・金管バンドなどの演奏、老人クラブ輪投
げ大会、バザー・クラフト（小物作り）、飲食
物販売など

■西地区
11月４日㈰　８時50分～13時
西小学校グラウンド
和太鼓・吹奏楽・バンドの演奏、園児絵画展
示・団体展示、ミニ新幹線、工作、遊びと体験、
飲食物販売など

　11月はコミュニティづくり月間
　各地区でコミュニティまつりを開催
　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
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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　 住所　 Mail　 Web　

人権講演会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

11月17日㈯　14時～
　※開場▶13時30分

市民文化センター多目的ホール
340人

テーマ／深刻化するネットいじめ
その現状と大人の役割

講師／渡辺真由子さん（星槎大学
大学院客員教授）
戦略広報課　995-1802

J-ALERT の緊急地震速報訓練

　J-ALERTを活用した緊急地震
速報訓練が行われます。当市では、
広報無線で試験放送を実施します。

11月１日㈭　10時ごろ
緊急地震速報チャイム音と「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」
と放送します。
気象状況などによって、訓練用
の緊急地震速報の発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

弁護士による法律相談

　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

11月20日㈫　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
11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

無線放送戸別受信機から放送が流れない場合の対処

■放送が入らない、雑音がする
▶電源を入れ直し、テレビや無線LANのルーター

などの家電製品から離れた場所などに設置場所を
変えてください。アンテナは垂直に延ばしてくだ
さい。

■電源ランプが点かない
▶落雷の影響などで安全装置が作動した可能性があ

ります。電源を入れ直してください。
■電源を入れたら「ピー」と音が鳴った
▶故障しています。戦略広報課に戸別受信機をお持

ちになり、修理を依頼してください。
【注意】
●家電製品の微弱な電波の影響を受け、雑音が鳴る

ことがあります。
●電源コードを使用しているときは、電池を入れる

必要がありません。液漏れして故障することがあ
るため、電池は停電時などに使用してください。

【その他】
●改善しない場合や一部地域の屋外にアンテナを設

置している方で不具合がある方は、戦略広報課へ
ご連絡ください。

●貸し出しは１世帯１台です。希望する方は、戦略
広報課にはんこをお持ちになりお越しください。

　市では、東富士演習場の演習通報や市の行事予定、災害時の緊急情報などを無線放
送でお知らせするため、戸別受信機を世帯主の方に貸し出しています。受信機から放
送が流れないときや雑音がするときは、電波の受信状況が悪いか受信機が故障してい
る場合があります。次のように対処してください。

戦略広報課
　995-1802

アンテナは
垂直に立てる

電源 / 受信
ランプ

電
源
ス
イ
ッ
チ

◀︎
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Information
インフォメーション

県東部４信金ビジネス
マッチング商談会セミナー

11月６日㈫　13時～17時30分
プラサヴェルデ401会議室（沼

津市大手町）
①～④各60人（先着順）
①ロボット導入事例紹介セミ
ナー②AOIパークが目指すも
の③ものづくり業界に活かす女
性目線とは④働き方改革の実現
にむけて
10月31日㈬

人手不足解消相談コーナー、産
学官金マッチングセミナーを同
日開催します。

沼津信用金庫経営支援課
　962-6767

keiei@numashin.co.jp

健
けんこう
幸アンバサダー養成講座

　自ら健康について学び、身近な
周りの方へ口コミで広める“健幸
アンバサダー”を養成する講座で
す。

11月22日㈭　13時30分～16
時30分　※開場▶13時～
福祉保健会館
市に住民登録のある方で、講座
終了後に健幸アンバサダーとし
て活動できる方
90人（先着順）
健幸アンバサダーとして必要な
知識や技術を身につけるために、
期待される役割や生活習慣病予
防について、手軽にできる筋力
アップトレーニングについての
講話や実技を行います。

講師／久野譜也さん（筑波大学大
学院人間総合科学研究科教授）
11月５日㈪
筆記用具
すその健康マイレージ対象です。

健康推進課　992-5711

区のコミュニティ活動を支援
　㈶自治総合センターでは、住民の皆さんが行うコミュニティ活動
を促進するため、コミュニティ助成事業を実施しています。宝くじ
の社会貢献事業として、宝くじの受託事業収入が財源の事業です。
　この助成事業で、南堀区では、お祭
りや各種イベントなどの活発でにぎわ
いのあるコミュニティ活動につなげる
ためにシステムアンプ、綿菓子機、電
動かき氷機、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 ▲綿菓子機

▲電動かき氷機▲システムアンプ

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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お知らせ

ぬいぐるみお泊まり会

　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８日㈭９時

～11日㈰17時
返却日／11月17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27日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342

長泉町・裾野市
合同就職面接会

　合同就職面接会の参加事業所を
募集します。

12月11日㈫
　13時30分～15時30分

コミュニティながいずみ２階展

示室（長泉町下土狩）
裾野市または長泉町に本社か支
社・支店があり、ハローワーク
への求人登録をしている企業

　※未登録の企業は、開催日まで
に求人登録してください。
約40事業所
産業振興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
に直接またはファクス、郵送で
提出してください。
11月16日㈮
産業振興課　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

11月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

４日㈰ ㈲北住設機器
☎︎993-1250

10日㈯ 工管設
☎︎993-1603

11日㈰ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

17日㈯ ㈲アサヒ住設
☎︎997-3933

18日㈰ 杉山産業
☎︎992-1131

23日㈮ ㈲荻田水道工事店
☎︎997-0701

24日㈯ 山崎設備
☎︎997-6766

25日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎︎992-6599

データバンク
10 月１日現在

７日㈬～11日㈰ 市民芸術祭第二部

11日㈰ 壮年男女混合
バレーボール大会

18日㈰ ふれあい広場・
ふれあい消防広場

22日㈭ 技能功労者表彰

26日㈪
～12月12日㈬ 市議会12月定例会

11月　カレンダー

人　口　52,208人	 （−97人）
　男　　26,513人	 （−74人）
　女　　25,695人	 （−23人）
世　帯　21,701世帯	（−74世帯）
内、外国人	 729人	385世帯

11月　税金・料金
納付期限：11月30日㈮

後期高齢者医療保険料	 第４期分

国民健康保険税	 第５期分

介護保険料	 第５期分
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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

11月前期の救急協力医

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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

2 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

3 ㈯

鬼頭ハートクリニック 999-4810 本宿

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

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

4 ㈰

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

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

新井内科クリニック 992-0811 久根 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

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

6 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 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 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

9 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 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

11 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

境医院 975-8021 竹原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

18
2018.10.15



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

日 内 科 外 科 小児科

11月前期

12 ㈪ 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 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈫ 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 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 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

15 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

日 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㈯ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

米山歯科医院
988-8211 南一色

4 ㈪ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

あいあい眼科クリニック　
967-7715 原

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

鈴木歯科医院
993-5151 平松

11 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

MI 総合歯科クリニック
988-1185 下土狩

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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●じめんのしたにはなにがある
絵：山本孝　文：中川ひろたか　アリス館

●ショベルくんとあおいはな
さく：ヨーゼフ・クフラー　やく：石津ちひろ　学研プラス

●うずらかあさんとたまご
さく・え：島野雫　教育画劇

● 10ぽんのぷりぷりソーセージ
絵：トール・フリーマン　文：ミシェル・ロビンソン　ほるぷ出版

●向日葵のある台所
著：秋川滝美　KADOKAWA

●帝都探偵大戦
著：芦辺拓　東京創元社

●愛すること、理解すること、愛されること
著：李龍徳　河出書房新社

●信長の原理
著：垣根涼介　KADOKAWA

児童書

●11月の行事予定
親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分～ 本館２階視聴覚室

おはなしフェスティバル
 10日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 17日㈯ 14時30分～ 本館2階視聴覚室

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・セカンドブック
 21日㈬  ９時～12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 28日㈬ 13時～16時 本館２階展示室・文化センター図書室

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 

「あなたのおすすめ本」展
  10月27日㈯～11月 ３ 日㈯　本館１階入り口展示コーナー
  11月 ４ 日㈰～11月10日㈯　文化センター図書室

リサイクルブックサービス
    ３日㈯～９日㈮ 本館２階展示室

秋の読書週間特別映画会
 10日㈯ 18時～ 本館２階視聴覚室

ビブリオバトル３回目
 24日㈯ 14時～15時 本館２階展示室

新刊おすすめ本

11月の休館日 5日㈪・12日㈪・19日㈪・22日㈭・26日㈪

金子 紗
さ つ き

月ちゃん
（３歳・金沢）

松藤 陽
はる

くん
（２歳５カ月・本村下）

曽根 月
き ら り

愛姫ちゃん
（３歳・岩波）

鍵山 夕
ゆ う と

翔くん
（３歳・和泉）中園 茶

さ お ん
音ちゃん

（３歳・トヨタ）

榊原 章
あきひと

仁くん
（３歳・公文名一）
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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
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p03 税の滞納整理強化月間
p04 地域の防災力向上を目指して
p05 秋の全国火災予防運動
p06  裾野の魅力を再発見！
p07 “市PR隊長”全国に裾野の魅力を発信中！
p08 新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
p09 年金月間
p10 文化財保護強調週間
p11 運動公園・市民体育館の教室参加者を募集

９月１日　第 43 回富岡地区体育祭
富岡中学校グラウンド



　10月７日㈰に行われた市議会議員選挙の結果、19人の新
議員が決まりました。任期は2022年10月11日までです。
また、市議会第１回臨時会が10月17日㈬に開かれ、議長に
土屋秀明氏、副議長に賀茂博美氏が選任されました。

五十音順・
敬称略・
○数字は
当選回数

議会事務局
995-1839

浅田 基行
無所属・①

佐野元町（48歳）

井出 悟
無所属・②

須山５（47歳）

岩井 良枝
日本共産党・②

南堀（62歳）

岡本 和枝
日本共産党・⑥

本茶（70歳）

小田 圭介
無所属・③
滝頭（37歳）

勝又 利裕
無所属・①
中村（61歳）

勝又 豊
無所属・①

公文名３（56歳）

賀茂 博美
無所属・④

伊豆島田（44歳）

小林 俊
無所属・⑥

深良新田（67歳）

佐野 利安
公明党・③

中丸下（65歳）

杉山 茂規
無所属・③

中丸下（43歳）

土屋 主
き み ひ さ

久
無所属・①

須山２（64歳）

土屋 秀明
無所属・③

須山２（71歳）

内藤 法子
無所属・⑥

佐野本宿（66歳）

中村 純也
無所属・②

御宿入谷（44歳）

二ノ宮 善明
無所属・③
緑町（63歳）

増田 祐二
無所属・①
和市（37歳）

三富 美代子
公明党・④
石脇（60歳）

村田 悠
はるかぜ

無所属・②
千福が丘（31歳）

市議会議員19人が決定
議長に土屋秀明氏、副議長に賀茂博美氏

議長 副議長
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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、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。納
期限内に納付している方々との公平性も欠きます。

滞納者の財産は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、本来の税額と延滞金を
合わせて未納をお知らせする、
督促状などを送付します。市で
は、事情なく納付しない滞納者
に対して、給与、年金、売掛金、
預金、生命保険、不動産、自動
車、家電製品、貴金属などの財
産を差し押さえる滞納処分を
行っています。

納税に困ったら早めに相談を！

　災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失
業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難なとき
は、直接または電話でご相談ください。日中に相談で
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７日㈬・

20日㈫・21日㈬・22日㈭、12月５日㈬・19日㈬

口座振替やコンビニ納付の利用を

　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／口座振替による納付を勧めています。税務

課、指定金融機関で手続きしてくだい。
コンビニ納付／納期限内であれば、24時間365日納

めることができます。 ※30万円を超える納付書は
利用できません。

県と市が一体となった滞納者の徴収対策
　静岡地方税滞納整理機構は、地方税の徴収が難しい滞納案件を、市町と県が連携して処理する機関です。
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。

税務課
995-1811

　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。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。

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 

滞納処分の流れ

納税通知書の発送
▼

納税の督促
▼

財産調査
▼

財産の差し押さえ
▼

滞納市税に充当

3
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危機管理課
995-1817

　市内各地区で、９月２日㈰に震度６弱の大地震が発生した
と想定した総合防災訓練を実施しました。

各自主防災ごとに安否確認訓練など

　訓練当日の８時30分、訓練開始のサイレン放送で、
各自でシェイクアウト（防衛行動）を行いました。安
否確認訓練などを実施し、南小学校を会場にしたモデ
ル区訓練を、市と伊豆島田区合同で実施しました。深
良小学校では、深良地区の自主防災会役員と地域地震
防災指導員による避難所運営訓練が行われました。

●南小学校でモデル区訓練を実施

　広域避難地および指定避難所である南小学校を会場
に、伊豆島田区をモデル区として、総合防災訓練を実
施しました。当日はあいにくの雨天でしたが、多くの
区民の皆さんが参加し、実践的な訓練に取り組みまし
た。

●深良地区では避難所運営訓練

　深良地区では、各区の自主防災会ごとに安否確認訓
練を実施。その後、深良地区の地域地震防災指導員と
自主防災会役員が深良小学校に参集し、避難所開設訓
練を実施しました。避難所のレイアウト図に基づき、
間仕切りボードでスペースの区分け、避難所内掲示物
の設置、既設トイレを利用した簡易トイレの設置、救
護対応や非常食配給所の設置および検討などを行いま
した。

地域防災訓練に参加しましよう
～防災は　日頃の備えと　地域の和～

　県では、地域の特性に応じた防災体制の確
立と、県民の防災意識の高揚による減災の実
現を目的に、毎年12月第1日曜日を「地域防
災の日」としています。市では、10月から
12月までの期間に、各区自主防災会を主体
に、区民参加型の実践的な訓練を計画・実施
しています。
　近年は、大規模な自然災害が日本各地で発
生しています。家庭で非常時の持ち出し品を
確認、外出時の対応について話し合ったり、
地域の訓練に参加したりし、日頃からの自
助・共助の実践で、地域の防災力を高めてい
きましょう。

▲避難所開設訓練として間
仕切りボードの設置

▲陸上自衛隊による装備品
展示研修

▲地域防災訓練の風景
▲医師や歯科医師、薬剤師

らによるトリアージ訓練

▲災害用トイレの設営

▲田中クリニック院長によ
る災害医療の講話

▲避難行動要支援者の移送
訓練

地域の防災力向上を目指して
9/2㈰総合防災訓練を実施しました

4
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11/９㈮～15㈭は秋の全国火災予防運動です
忘れてない？　財布にスマホに火の確認　（全国統一防火標語）

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

　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傷者の減
少と、財産の損失を防ぐことを目的としています。

　　住宅用火災警報器の点検をしましょう

　火災を早期に発見し、尊い命や貴重な財産を守るた
めに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器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。

点検方法▶︎住宅用火災警報器から下がっているひもや
押しボタンが付いている場合は、これらを引いたり、
押したりして動作の点検を行いましょう。正常な場
合はメッセージや警報音が鳴ります。

　　住宅用火災警報器奏功事例

【事例１】
　屋内に干した洗濯物がハロゲンヒーターに落下し着
火。就寝中の住人が住宅用火災警報器の鳴動に気付き、
廊下を確認すると、煙と炎が見えたため窓から屋外へ
避難。近隣の住人が119番通報し、負傷者はありませ
んでした。
【事例２】
　居住者が住宅１階で喫煙後、灰皿の吸い殻を紙袋に
捨てたため紙袋に着火。住宅２階の住宅用火災警報器
が鳴動したことで、異常に気付き、建物内を確認した
ところ火災を発見。近隣の住人に119番通報を依頼し、
自身で初期消火を行いました。

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、防炎品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
●高齢の方や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。
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FC支援作品がぞくぞく公開！

　ドラマ『黒井戸殺し』
●ロケ地▶︎下和田芝畑、依京寺、須山十二神社　他
　　豪華キャストが参加して、市内各所で撮影が行わ

れました。下和田の芝
畑で主演の野村萬斎さ
んと大泉洋さんが自転
車で駆け抜けるシーン
が印象的です。

　ドラマ『仮面ライダー エグゼイド』
●ロケ地▶︎中央公園・五竜の滝
　　五竜の滝・雌滝では、毎年のように「仮面ライ

ダーシリーズ」の撮影
が行われています。
ヒーローたちが滝に打
たれてのお芝居も定番
となっています。

　ドラマ『巨悪は眠らせない』
●ロケ地▶︎市民文化センター　他
　　延べ200人以上の市民エキストラが参加して、政

権与党の総裁選挙や大
物代議士のパーティー
のシーンなどの大規模
な撮影が行われました。

　ドラマ『真犯人』
●ロケ地▶︎パノラマロード、市役所　他
　　ドラマの物語の舞台も「裾野」の作品です。パノ

ラマロードから望む富
士山の景色も登場。市
役所では警察署設定の
撮影が行われました。

ロケーション撮影誘致で魅力ＰＲ

　FC事業は、普段見慣れた景色を、映像作品を通し
て違った角度から見ることで、裾野の魅力を再発見し、
地域への愛着を深めることも目的としています。

ロケ件数 ロケハン件数
平成29年度 30件 104件
平成28年度 27件 90件
平成27年度 21件 62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。

シビックプライド推進室
995-1803

　フィルム･コミッション（FC）事業は、映画やドラマなどの撮影を誘
致・支援し、地域の魅力を全国に広く発信するものです。市では市民協
働で事業の推進を行い、市内で撮影された作品を活用した市の認知度向
上やイメージアップ、まちのにぎわいづくりにも取り組んでいます。

エキストラ＆サポートスタッフと撮影協力施設募集
～一緒に作品づくりに参加しませんか～

●エキストラ、サポートスタッフ登録
　　市内や近隣市町で行う映画やドラマなどの撮影に、

エキストラとして出演できる方や撮影の手伝いをす
るサポートスタッフを募集します。エキストラ参加
や撮影のサポートを通して、日常生活とは違った空
気や味わうことのない臨場感を体感できます。

●撮影協力施設登録
　　映画やドラマなどのロケ地として、自身が所有す

る土地や建物などを提供できる方を募集します。住
宅や商店、事務所、田畑、空き地など撮影ではさま
ざまなロケーションのニーズがあります。自宅が主
人公の住む家になるかもしれません。

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。
登録した方には、必要に応じて制作会社からの依頼
内容を連絡します。

見慣れた景色がドラマに登場！ 裾野の魅力を再発見！
フィルム・コミッション事業
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“市PR隊長”全国に
裾野の魅力を発信中！

市マスコットキャラクター「すそのん」

アシタカツツジの魅力を発信

富一小児童とイベント案内 ボイスキューに出演世界キャラクター
さみっとステージショー

“すそのんお誕生会”
ハッピーバースディ

ふるさと回帰フェアで
裾野の魅力をPR

自動車学校教習車と一緒にPR 東中生徒を激励

シビックプライド推進室
995-1803

　市マスコットキャラクター「すそのん」。市の
PR隊長として、市内外のイベントで“裾野”の
情報発信を行っています。昨年度に登場した「デ
ビルすそのん」と共に、全国に向けて“裾野”の
魅力発信に努めます。

　昨年度は延べ88日、88イベントに参加し
ました。長野県大町市「おおまぴょん」、栃
木県栃木市「とち介」との“ゆるキャラユ
ニット「つぶらな瞳OST」”も人気。11月
24日㈯、25日㈰には、埼玉県羽生市で開催
される“世界キャラクターさみっと”に参加
して３市合同PRも行います。

　「すそのん」のライバルとして「デビルすそのん」
が誕生しました。昨年度に市民協働によるキャラク
ター設定検討プロジェクトの提案を受けて、この秋、
アレンジを加えて正式にプロフィールを決定。まだイ
ラストだけですが「すそのん」と一体化した活動を通
して“裾野”をさらに全国に発信します。

●「すそのん」のデザインを活用しませんか
　「すそのん」のイラスト
デザインは、どなたでも使
用できます。営利を目的と
しない個人の使用であれば

使用申請の必要はありません。営利
目的でも、使用申請手続きをすれば
無料で使用できます。

●「すそのん」ファンクラブへの新規入会を募集
　「すそのん」が好きな方ならどなたでも無料で入
会できます。
【会員特典】●会員証の発行●ファンクラブ
　ステッカーのプレゼント
　使用申請手続きや、入会方法の詳細は市公式
ウェブサイト“すそのんの秘密基地”をご覧くだ
さい。

「すそのん」
さまざまなイベントで大活躍

「デビルすそのん」登場！ 

「すそのん」からのお知らせ

市準マスコットキャラクター
デビルすそのん
プロフィール

●特徴／頭の角、背中にあるコウモ
リ型の羽、シッポ、いたずら好き
の妖精

●住まい／宝永山
●性別・年齢／妖精なので不明
●誕生日／自称２月23日（富士山
の日）

●仕事／悪役、すそのんの邪魔をす
ること

●夢／「すそのん」よりも有名にな
ること
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　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９日㈮か
ら12月９日㈰までに市民体育館へお申し込み
ください。

と　き／１月13日㈰　８時～
ところ／須山小学校スタート

11/９㈮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（学年齢で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 白色
一般男子 １人 ４人 ２人 白色
上記以外 １人 ８人 ４人 黄色

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
それ以外のチーム／2,000円
申込方法
　市民体育館にある申込書に必要事項を記入し、提出
してください。申込書は市スポーツ祭ホームページか
らダウンロードできます。　※メール可

http://susono-sports-c.jimdo.com
申込期間／11月９日㈮～12月９日㈰

監督者会議

　監督者は必ず出席してください。
と　き／平成31年１月10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

中学男子・一般男子：４区間
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

小学男子･小学女子･中学女子･一般女子･壮年･オープン：８区間
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

市民体育館
993-0303

中央公園
西中

富岡支所

富一小

富二小
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新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
１/13㈰８時　須山小学校スタート



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
住んでいる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／学生や自営業などの方とその配偶者
保険料／月額16,340円（今年度）を納付書や口座振

替、クレジットカードなどで納付します。
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２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。

保険料の納付が困難なとき

　第１号被保険者の方で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60歳未満の学生で、学生本人の前年所
得が一定額以下の方
学生証の写し（両面）または在学証明書原本

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心強い味
方となる制度です。保険料は忘れずきちんと納めましょう。

沼津年金事務所（沼津市日の出町）
921-2201

国保年金課　 995-1813

　日本年金機構が発行した保険料の納付書を持って
いない方から、民間事業者の担当者が現金を預かり、
領収書を発行することはありません。

注意！
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11月は年金月間
公的年金は世代と世代の支え合い



生涯学習課
994-0145

　11月１日㈭から７日㈬までの１週間は、文化財保護
強調週間です。文化財保護の一層の推進を図り、地域の
方々に文化財愛護意識を普及・啓発します。地域の身近
な文化財に触れ、親しみ、歴史や文化を学び、文化財を
大切にしましょう。

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［構成資産：須山浅間神社］・

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　　　　　●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

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、地域の寺社や、そこに伝わる仏像、書物、
境内にある樹齢が長い巨木、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。

市の文化財展

　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１日㈭～９日㈮　９時～21時
　※初日は13時から、最終日は12時まで
ところ／生涯学習センター１階展示コーナー

宗
そうぎ
祇の墓所　～富士山をこよなく愛した連歌師～

　宗祇は室町時代に諸国をめぐった連歌師で、松尾芭蕉が最高峰の
連歌師と称えた人物とされています。生前は富士山を愛し、11ヵ
国から富士山を見たそうです。越後から美濃への道中、82歳のと
きに箱根湯本で亡くなりますが、
宗長らは遺骸を富士山麓へ運び、
生前ゆかりの地・定輪寺に葬っ
たといわれています。
　宗祇の墓所は昭和51年に市
指定文化財に指定されました。
墓所は現在、定輪寺境内にあり
ますが、移設前の旧墓所は桃園
橋下に残されています。 宗祇坐像（定輪寺所蔵） 墓石（定輪寺境内）

句碑：なべて世の 風をおさめよ 神の春
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文化財保護強調週間　11/１㈭～７㈬
市内にもあります！埋蔵文化財



　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。

運動公園が募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

硬式テニス① ㈫ 10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス② ㈭ 10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス③ ㈮ 19:00～20:30 中学生以上 10回 15人 9,000円

硬式キッズテニス ㈮ 15:30～16:30 ４歳以上の未就学児 10回 6人 7,000円

硬式ジュニアテニス ㈮ 16:40～18:00 小学生 10回 20人 7,500円

キッズ体操 ㈬ 15:30～16:30 未就学児 10回 20人 6,000円

キッズサッカー教室※ ㈬ 15:20～16:20 年中・年長 12回 20人 8,400円

ジュニアサッカー教室※ ㈬ 16:30～17:45 小学１～３年生 12回 20人 8,400円

※会場は総合グラウンド多目的競技場
参加料は、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。
12月３日㈪

市民体育館で募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

卓球教室（中級） ㈪  ９:20～10:50 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

卓球教室（初級） ㈪ 11:00～12:30 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

中学生卓球 ㈪ 19:30～20:45 中学生 12回 15人 7,200円

ジュニア卓球 ㈫ 17:30～18:45 小学４～６年生 12回 30人 7,200円

ママと一緒エクササイズ ㈪ 13:00～14:00 未就学児と保護者 10回 15組 5,000円

親子健康体操 ㈬ 13:30～14:30 １歳半～３歳と保護者 12回 20組 6,000円

生き生き体操教室 ㈪ 11:00～12:00 40歳以上 10回 30人 4,000円

ヘルスアップ ㈫ 19:00～20:30 18歳以上（高校生を除く） 12回 60人 4,800円

エンジョイリズム ㈭  ９:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 12回 100人 4,800円
硬式テニス教室（初級） ㈬  ９:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 10回 20人 9,000円
硬式テニス教室（初中級） ㈮ 13:00～14:30 18歳以上（高校生を除く） 10回 12人 9,000円
硬式キッズテニス ㈬ 15:15～16:15 ４歳以上の未就学児 10回 12人 7,000円
硬式ジュニアテニス① ㈬ 16:30～18:00 小学生 10回 20人 7,500円
硬式ジュニアテニス② ㈮ 16:30～18:00 小学生 10回 12人 7,500円
キッズダンス ㈭ 16:15～17:15 ４歳以上の未就学児 12回 15人 7,800円
ジュニアダンス ㈭ 17:30～18:30 小学生 12回 15人 7,800円
参加料は、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㈰

運動公園  997-7277

市民体育館  993-0303
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平成31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31年１月13日㈰　10時～ 
※受付▶︎９時30分～
市民文化センター
平成10年４月２日～平成11 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　994-0145

富士山世界遺産セミナー

　申し込みは不要です。当日会場
に直接お越しください。

11月24日㈯　13時30分～16
時　※開場▶︎13時
生涯学習センター３階学習ホー
ル

第１部「富士山の旅と文学」
　『伊勢物語』、『更級日記』、
江戸時代の道中記など、富士山を
めぐる旅の中でつくられた文学作
品について概説します。
講師／田代一葉さん（県富士山世

界遺産センター准教授）
第２部「富士山をもいま一度―連
　歌師宗祇と富士山・定輪寺―」
　連歌研究の第一人者が裾野市ゆ
かりの連歌師・宗祇の生涯とその

文学について講演します。
講師／廣木一人さん（青山学院大

学名誉教授）
県富士山世界遺産センター 

　0544-21-3776

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20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
民生委員児童委員協議会（土屋）

　997-2031

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

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、消防車両の体験乗車など

　●展示のコーナー▶︎防火ポスター、救助訓練の
展示、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

11月18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

ふれあい広場とふれあい消防広場を開催
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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

　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23年11月２日～12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

「納付済額のお知らせ」
送付時期の変更

　所得税の確定申告資料として、
国民健康保険税、介護保険料、後
期高齢者医療保険料の「納付税額

のお知らせ」を例年11月下旬に
送付していましたが、今年度から
１月下旬に発送します。年末調整
や準確定申告で必要な場合は、ご
連絡ください。

税務課 995-1810・995-1811

暮らしなんでも相談

　ライフサポートセンター東部で
は、暮らしの中の悩み事相談を受
け付けています。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のか
分からないときは「暮らしなんで
も相談」をご利用ください。専門
的なアドバイスをしてくれるとこ
ろを紹介します。
相談受付ダイヤル／922-3715
受付日時／9時～17時（平日）

産業振興課　995-1825

防災のつどいでの防災講演

　当日会場に直接お越しください。
11月21日㈬　19時～
市民文化センター多目的ホール

演題／富士山から生み出す新しい
科学

講師／鴨川仁さん（東京学芸大学
教育学部准教授）
危機管理課　995-1817

丘の上マーケットin千福が丘

11月10日㈯　10時～14時
千福が丘商店街広場
洋服・アクセサリー・陶器など
のハンドメイド作品、飲食ブー
ス、ステージイベント（ひかり
幼稚園・千福が丘小学校・バイ
オリン演奏・ライブ）
駐車場は千福が丘中央公園
生涯学習課市民協働室

　992-6900

J-ALERTの緊急地震速報訓練

　J-ALERTを活用した緊急地震
速報訓練が行われます。当市では、
広報無線で試験放送を実施します。

11月21日㈬　11時ごろ
緊急地震速報チャイム音と「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」
と放送します。
気象状況などによって、訓練用
の緊急地震速報の発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

平成30年分の年末調整等説明会と
消費税軽減税率制度等説明会、青色申告決算等説明会を開催

と　き ところ
11月15日㈭ 御殿場市民会館

小ホール（御殿場市萩原）
11月16日㈮ 裾野市民文化センター

多目的ホール
11月20日㈫・21日㈬ 沼津市民文化センター

小ホール（沼津市御幸町）

年末調整等説明会
13時15分～14時45分　 事前に送付した関係書類

消費税軽減税率制度等説明会
15時～15時50分
事業者を対象とした軽減税率制度や軽減税率対策補助金の説明会
です。

青色申告決算等説明会
16時～16時50分
税務課　995-1810、沼津税務署　922-1560（代表）
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市民文化センター
エレベーター休止

　市民文化センターのエレベー
ターのリニューアル工事を行いま
す。工事期間中はエレベーターを
使用することができません。

11月22日㈭～平成31年１月20
日㈰
この工事は、防衛省の補助金を
活用して行います。
生涯学習課　994-0145

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、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。
戦略広報課　995-1802

リサイクルブックサービス

　先着順でお渡しします。
11月３日㈯～９日㈮
鈴木図書館２階展示室
保存期間の過ぎた雑誌、蔵書と
ならなかった寄贈本、英字新聞
をお譲りします。１人につき、
図書と雑誌は合わせて１日10
冊まで、英字新聞は１日１束ま
でです。本の補充はしません。
鈴木図書館

　992-2342

七歳児祝賀記念品の贈呈

　七歳児の健やかな成長をお祝い
し、就学を迎える大切な節目とし
て祝賀記念品を贈呈します。市内
の幼稚園・保育園に通っている子
どもへは園を通じて配布します。
それ以外の子どもへは保護者宛に
案内を郵送します。期間中に生涯
学習課窓口でお受け取りください。

市内に住んでいるか市内の幼稚
園・保育園に通園している来年
度小学校に入学する子ども

生涯学習課での受取期間／11月
５日㈪～30日㈮
案内が届かない場合は生涯学習
課にご連絡ください。
生涯学習課　994-0145

普通救命講習会

11月17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
分遣所で直接お申し込みくださ
い。
11月16日㈮
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

ファミリー・サポート・センター
講習会の参加者を募集

　ファミリー・サポート・センターは、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。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（子育て支援課）
　995-1841

とき 内容 ところ

11月26日㈪

 ９:20～
10:20 オリエンテーション

裾野消防署
３階災害対策室

10:30～
12:00

保育の心と
子どもの遊び

11月27日㈫

 ９:20～
10:20

子どもの世話と
小児看護の基礎知識

10:30～
12:00

安全・事故
｢応急手当講習｣

11月28日㈬  ９:20～
10:50 心の発達とその問題

14
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陸上自衛隊高等工科学校
採用試験

推薦▶︎平成31年１月５日㈯～
７日㈪の指定する１日

　一般▶︎平成31年１月19日㈯
中学校を卒業（見込みを含む）
した17 歳未満の男子
推薦▶︎11月30日㈮

　一般▶︎１月７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

市民活動の集い

　市民活動をしている方と自治会
活動をしている方の出会い作りを
します。

12月８日㈯　13時～16時
生涯学習センター２階学習室１
市民活動や自治会活動をしてい
る方
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「市民活動の集い申込」とし、
本文に住所・氏名・電話番号・
所属団体名（市民活動をしてい
る方）・自治会名（自治会活動
をしている方）を明記してくだ
さい。
11月14日㈬
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

駿東地域職業訓練センター
12月講座

●特別教育・安全衛生教育▶︎有
資格者のための伐木等作業務従
事者特別教育●パソコンコース
▶︎パソコン入門、ワード・エク
セル基礎、ワード・エクセル活
用、アクセス基礎、夜間パソコ
ン入門、夜間ワード・エクセル
基礎、夜間ワード・エクセル活
用、夜間パワーポイント基礎、
夜間アクセス基礎、夜間イラス
トレーター基礎●カルチャー
コース▶︎アロマ教室、手作り木
綿ぞうり教室、フラワーアレン
ジメント、絵画教室、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

　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。直接、会場へお越しく
ださい。

平成31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

各放課後児童室　※東小のみ東地区コミュニティセ
ンター
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。
12月21日㈮
各放課後児童室・子育て支援課　995-1841

平成31年度放課後児童室入室児童を募集

放課後児童室名 電話番号 と　き
南小放課後児童室 993-6556

11月30日㈮　18:00～19:00
深良小放課後児童室 992-7336
富岡第二小放課後児童室 090-1412-0534

11月30日㈮　18:30～19:30
向田小放課後児童室 993-7400

西小放課後児童室 992-5580

11月30日㈮　19:00～20:00千福が丘小放課後児童室 992-4300

富岡第一小放課後児童室 997-1116

須山小放課後児童室 998-0066 12月 ５ 日㈬　18:30～19:30

東小放課後児童室 992-4282 12月 ６ 日㈭　19:00～20:00
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すそのんびりさんぽ
～不二聖心を歩く～

11月25日㈰　９時30分～12時
不二聖心女子学院敷地内

　約3.5キロメートル
20人
紅葉の季節を感じながらガイド
を交えて歩きます。

講師／田中正延さん（不二聖心女 

子学院 修道院「山の家」）
歩きやすい服装、飲み物
350円

生涯学習センター
　992-3800

市民まちづくり講座

　日頃感じている疑問に関し、や
りたいことやできることを考え、
形にしていくセミナーです。共感
し合える仲間を見つけることもで
きます。

11月24日㈯　13時30分～16

時30分
市民文化センター会議室31
50人

講師／山ノ内凛太郎さん（ワーク
ショップデザイナー、ファシリ
テーター）
11月24日㈯

市民活動センター
　950-8875　 992-4047

scenter@machitera.jp

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room

Q 契約中の大手通信事業者を名乗る業者から電
話で「光コラボの案内、今より料金が安くな

る」と勧誘された。光回線のプランの変更と思い、手
続きをしたら別会社の契約になっていた。契約会社を
変更するつもりはなく、安くならないのでやめたい。

Ａ NTTが平成27年２月から光回線の卸売りを
開始しました。NTTから光回線を借り受け

た光コラボレーション事業者が電話などで、光回線
サービス（コラボ光）の営業活動を行っています。
光コラボレーション事業者との契約はNTTとの契
約ではありません。安くなると言われても、他の
サービスとセット契約させられ、料金が高くなるこ
ともあります。必ず契約する事業者、サービス名、
費用などを確認してください。コラボ光は電気電信
事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の
対象になります。不安なときは消費者センターへご
相談ください。

被害にあわないための断り方のこつ
　電話や訪問で勧誘を受けたときに、どう断ればよ
いか、困った経験はありませんか。悪質事業者は、
さまざまな手口を使って巧妙に近づいてきます。被
害に遭わないために次のことに注意してください。
－電話勧誘の場合－
⑴電話を長びかせず早く断り、電話を切る。
⑵「いいです」「これから出かけるので」などあい

まいな断り方はしないではっきり断る。
⑶「年金暮らしだから」や「一人暮らしだから」な

どの個人情報を教えない。
－訪問販売の場合－
⑴ドアを開けずにインターフォン越しに用件を聞く。
⑵しつこく勧誘されても「いりません」「お帰りく

ださい」とはっきり意志を伝える。

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

消費生活センター 995-1854

Center News
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Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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

７日㈬
９:00〜９:15

平成30年５月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

13日㈫
13:00〜13:30

平成29年４月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

８日㈭
13:00〜13:15

平成28年５月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00〜13:30

平成27年10月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　6日㈫　 17:00 〜 19:45
13日㈫※  9:00 〜 11:30
20日㈫　 13:00 〜 15:30
29日㈭※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

11月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
5・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

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㈬・30日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

12日㈪・29日㈭
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

20日㈫
10:00〜11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

日 月 火 水 木 金 土

内科 整形 内科

整形 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形 整形 内科 外科 内科 内科 内科

整形 整形 内科 外科 内科 内科 内科

外科 内科 内科 内科 内科 整形

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

１

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24
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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

11月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 清水館医院 993-2323 茶畑 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

17 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈰

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

小林医院 966-7700 今沢 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

19 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 ㈫ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈬ 杉山病院 963-4114 錦町 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

22 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈮

武藤医院 931-0088 三園町 遠藤医院 997-0533 葛山

山谷内科医院 966-5333 青野 よざ小児科医院 967-5722 原

遠藤医院 997-0533 葛山 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

24 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 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

25 ㈰

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 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

日 内 科 外 科 小児科

11 月後期

26 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

27 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

28 ㈬ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 松原医院 962-1496 白銀町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

29 ㈭ 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

30 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

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

18 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

本多眼科医院
931-1519 御幸町

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

23 ㈮ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

秋山歯科医院
986-1390 下土狩

25 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

岩端医院
962-1368 大手町

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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　JFAアカデミー福島に所属する高校３年生の遠藤
さんは、８月５日㈰から24日㈮までフランスで開
催された「FIFA U-20女子ワールドカップフラン
ス2018」に日本女子代表メンバーとして出場し、
日本チームの初優勝に貢献しました。「途中出場し
た初戦は、緊張して思うようなプレーができません

でした。次戦から先発出場するようになり、自信を
持って冷静にプレーできたことが、ゴールやアシス
トにつながりました」と大会を振り返り、自己分析
をしました。今回のU-20日本女子代表で最年少、
唯一の高校生プレーヤーとして活躍した遠藤さんは
「世界には、まだまだ自分より高いレベルの選手が
たくさんいます。私は負けず嫌いな性格。世界レベ
ルの選手と肩を並べて戦えるように、一生懸命練習
します」と生き生き語ってくれました。
　３歳の時からサッカーを始めた遠藤さんは、福島
県白河市出身。中学生の時から親元を離れ、JFAア
カデミー福島でプレーしています。東日本大震災の
影響で現在のチームは当市に拠点を置き生活してい
ます。「サッカーの支えになっているのは家族で
す」と遠藤さん。「裾野には、明るく優しい人が多
く、地域に関わりやすいです。地域の皆さんに応援
や生活のサポートしてもらい感謝しています。裾野
は第二の故郷です」と話してくれました。
　最後に夢を尋ねると「日本のチームで活躍し、東
京2020オリンピック出場したいです」と笑顔。今
後の活躍が期待されます。がんばれ！　遠藤さん。

FIFA U-20女子ワールドカップフランス2018優勝
遠藤　純さん（下和田・18歳）

農民と借金・土地の売買

　江戸時代の幕藩体制を基本的に支えたのは、農民
の中でも土地を所有し、年貢を負担する本百姓でし
た。幕府は本百姓体制を維持するために「田畑永代
売買禁止令」や「分地制限令」を出しました。しか
し、この法令は次第に守られなくなっていきました。
　左下は1861年の『年季売渡証文』で「借財がか
さんでしまい、林１カ所を年季50年として９両２
分で売ります。年季が過ぎお金を返したら林は戻し
てほしい」という内容です。右下は1823年の『借
用証文』で「諸役の支払いに困り、６両２分借りま
す。中田８畝を質に入れます。利息は１割５分とし
ます」と書かれています。どちらにしても、返済で
きないと土地は貸し主のものとなります。
　このような土地をめぐる動きの中で、全国的に大
地主と小作人という関係が生まれていきました。

ワタナベエンタオールスターお笑いライブ 
in 裾野

とき／平成31年１月27日㈰
　①開演11時30分～　②開演15時～
　※開場▶︎30分前
前売料金（全席指定・税込）／大人3,500円
　子ども（５歳～小学生・枚数限定）1,500円
　※４歳以下で膝上鑑賞の場合１人のみ無料
発売日／11月２日㈮　電話▶︎10時～
　窓口・ウェブサイト▶︎13時～

５日㈪・19日㈪
11月の休館日

（渡邉家文書）

『年季売渡証文』 『借用証文』
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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

10月20日　
清掃ボランティア・裾野高茶道部お茶会
中央公園 旧植松家住宅
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今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



応援しよう！
東京2020オリンピック・パラリンピック

特集１

大会を次世代に残る財産に

　東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大
会では、当市が自転車競技
ロードレース（男子）の
コースの一部となります。
市はこの貴重な機会に、市を挙げて大会の円滑な運営
を支援し、選手・関係者、観客などのおもてなしを市
民の皆さんと協働で行います。大会の感動を市全体で
共有し、大会後もスポーツ・観光事業などに継承され
るレガシー（遺産）づくりに取り組み、市民の皆さん
のシビックプライドを醸成します。

東京2020自転車競技ロードレース（男子）
2020年７月25日㈯ 11時スタート

　自転車競技ロードレースは、一般公道などを使って
行われる走力を競う競技です。244㎞を１日で走破す
る男子ロードレースは、標高の高い山岳コースや田園
地帯、市街地など変化に富んだコースを走ります。
レースの駆け引きやゴール前スプリントだけでなく、
コースの美しい風景など多彩な見どころがあります。
　市内コースは、国道469号を御殿場市から入り、須
山支所交差点を北上、忠ちゃん牧場西側道路から富士
山資料館経由で南富士エバーリグリーンを通過し、富
士山スカイラインを御殿場市に抜けていきます。
　参加選手は130人で、市内通過予定時間は14時～
15時となります。
2020年７月25日㈯　市内通過予定時間▶︎14時～
15時
須山地区の国道469号や富士山資料館付近

さまざまな取り組みを推進

　市では、東京2020大会に関連する取り組みを組織
的に推進するため、“チーム2020”を始動しました。
市民の皆さんをはじめとする多くの方々にオリンピッ
ク・パラリンピックの素晴らしさを体感してもらえる
ように、さまざまな取り組みを進めます。大会開催に
よる市民生活への影響緩和にも取り組んでいきます。
推進方針
●大会の円滑な開催に向けた支援
●広い世代へのスポーツ・文化・教育の振興
●裾野らしいおもてなしと観光・産業振興
●市民と共に記憶に残る大会づくり

参加して盛り上げましょう
～「東京2020応援プログラム」の活用を！～

　東京2020大会に向けて、選手をはじめとする大会
関係者や観客の皆さんを“おもてなしの心”を持って
迎え、大会を盛り上げるため、市民の皆さんもオリン
ピック・パラリンピックに向けて参加してください。
学校や地域、商店街、NPO法人などが実施する非営
利の事業・イベントを「東京2020応援プログラム」
に登録申請し、認証されると、東京2020応援マーク
を使用できます。申請には条件があります。詳細は産
業振興課へお問い合わせください。

産業振興課
995-1825

2
2018.11.15



特集 2

市民意識調査
「満足度」「重要度」ともに１位の項目は「空気や河川のきれいさ」
　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。調査結果は、政策立案の基礎資料として活用します。

企画政策課
995-1804

調査地域▶市全域
対象▶︎無作為に抽出した20歳以上の市民の方1,000人
期間▶︎７月20日㈮～８月３日㈮
調査方法▶︎郵送配布、郵送・ウェブ回答
回収状況▶︎536票（回答率53.6%）

■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。

●市が行っている取り組みや生活環境に関する満足度

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 病院、かかりつけ医による医療

●自分の健康についてどのように感じていますか
　「大いに健康」の割合7.1％と、「まあまあ健康」
の割合72.9％を合計した“健康”の割合は80％でし
た。“健康”の割合80％は、平成27年度以降最も高
い結果となっています。

●市が行っている取り組みや生活環境に関する重要度

順位 項目

1 空気や河川の水のきれいさ

2 幹線道路や生活道路の整備

3 悪臭のなさ、散乱ごみの少なさ

4 安心・安全で快適な住環境

5 病院、かかりつけ医による医療

●市の政策全体についてどの程度満足していますか
　「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20％、「普通」の割合は45.7％、
「やや不満である」と「不満である」を合計した“不
満”の割合は30.3％となりました。

調 査 概 要

調 査 結 果（ 抜 粋 ）

200 40 60 80 100

大いに健康
あまり健康ではない わからない
無回答

まあまあ健康

平成
30年度

（%）

平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

7.1

6.1

6.2

6.5

72.9

68.1

66.4

68.8

17.0

23.3

22.6

22.3

0.7

2.2

0.9

1.4

1.9

2.9

2.4

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

100 20 30 40 50（%）

4.3

15.7

45.7

20.0

10.3

1.1

3.0
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しずおか市町対抗駅伝
12/1㈯　10時スタート！

生涯学習課
992-6900

　第19回市町対抗駅伝競走大会が、12月１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。

２年ぶりの入賞を目指します。

　今年度監督になりました、小林進
です。当市は、小・中・高等学校や
企業、各種団体の協力で各年代に実
力のある選手がそろいました。特に、
小・中・高生には県下でトップレベ
ルの選手がそろっています。昨年は、市の部11位と
なり惜しくも入賞を逃してしまいましたが、今年は
10位入賞を目指します。応援をお願いします。

選手壮行会の案内

　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25日㈰　19時～
ところ／生涯学習センター３階学習ホール

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　　3.020㎞【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　　4.310㎞【南幹線】
中学生・高校生（男子）

第12区　　5.025㎞【南幹線】
一般（男子）

小林	進監督

中学生女子

廣瀬 梛
なぎ

(東中１年)
本多 由

ゆ う か
佳

(富中３年) 

小学生男子

井原 蒼太
(西小６年)

本多 巧樹
(富二小６年)

森 義
よしはや

隼
(富二小６年)

小学生女子

 勝
す ぐ ろ

呂 遥香
 (東小６年)

岩見 果
か の

穏
(南小６年)

高校生男子

飯塚 厚
（浜松商業高１年）

髙沼 一
か ず さ

颯 
(藤枝明誠高１年)

小澤 大輝
(韮山高３年) 

中学生男子

松田 拓也
(東中２年)

西川 昂
こ う き

希
(西中３年) 

布施 里歩子
（三島北高３）

高校生女子

高校生女子

庄司 千恵
（三島北高２年）

根上 真菜
（日大三島高２年）

一般男子

 山上 剛
た け し

史
（トヨタ自動車）

山本 祥平
（市役所）

一般女子

永田 幸
ゆ き え

栄
（ラフィネ）

市川 美奈
（西島病院）

40才以上

土屋 克巳
（会社員）

山中嶋 秀和
（トヨタ自動車）

ゼッケンナンバーは８です！応援よろしくお願いします。

START

GOAL

4
2018.11.15

特集３



特集 4

オーストラリアンフェアで国際交流
姉妹都市フランクストン市から訪問団23人が裾野に

　フランクストン市から当市を
訪れた23人の訪問団と共に、
第14回オーストラリアンフェ
アを開催しました。この交流事
業は、参加者に姉妹都市との歴
史やオーストラリアの文化・生
活様式に触れてもらい、相互の
理解・認識を深めていくことを
目的に行われています。

シビックプライド推進室
995-1803

さまざまなイベントで国際交流を深める

フランクストン市からのサプライズ！

　９月30日㈰に市民文化センター
で行われたフェアでは、ステージ上
で訪問団によるパフォーマンスやフ
ランクストン高校の生徒によるバン
ド演奏が行われました。また、東中
学校吹奏楽部による演奏も披露され
ました。

　訪れた方はオーストラリア・フラ
ンクストン市の生活・文化に触れ、
フィナーレでダンスを踊り交流を楽
しみました。

　メイン会場では、オーストラリア
ンフーズの試飲・試食・物販、ブー
メランやコースターの物づくり体験
コーナーなどが出展されました。

　「シスターズ・シティ・オースト
ラリア」というオーストラリア姉妹
都市国際賞の受賞報告と賞状・盾の
贈呈が行われました。

　フランクストン市のコリン・ハン
プトン市長と髙村市長が記念品を交
換し、両市の友好がさらに深まりま
した。

　「裾野トリビュート・ガーデン」
という記念公園の整備計画の発表が
ありました。公園は半年後に完成予
定です。
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／富士山遊歩道

紅葉シーズンはこれからが本番

春の開花を待ちわびて 10月８日息の合った演奏を観客に 10月６日

　秋のぽかぽか陽気の中、十里木の富士山遊歩道でもみじ鑑賞会が
行われました。もみじは秋に紅葉するカエデ科の数種類を総称する
ものです。色づき始めた遊歩道を講師の話を聞きながらゆっくりと
散策しました。紅葉には少し早めでしたが、これからベストシーズ
ンを迎えます。散策に出かけてみてはいかがでしょう。

　市営墓地で芝桜の手入れが行われました。作業を主催したのは
「美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会」でボランティア
約30人が参加しました。参加者は「春になったらぜひ紅白の芝桜
を見てほしいです」と語っていました。

特派員：鈴木 敬盛

　市内の小・中学校と高等学校の７つのクラブや吹奏楽部が一同に
会し、市民文化センターで裾野吹奏楽フェスティバル2018が行わ
れました。お馴染みの映画音楽やアニメソングなど、日々重ねてき
た練習の成果を観客に披露しました。

特派員：小林 建次

Photograph 10 月
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花の名所をみんなで整備 10月13日

　パノラマ遊花の里で「パノラマロードを花でいっぱいにする会」が
菜の花の種まきとコスモスの種取りを実施しました。会の呼びかけで
市民の皆さんや団体、事業所など総勢約80人がイベントに参加しま
した。笑顔で作業が進められ、秋空の下爽やかな汗を流しました。

特派員：小林 建次

20年連続日本一、今季も最速オープン 10月19日

　「フジヤマ スノーリゾート イエティ」がオープンしました。屋
外スキー場としては20年連続、日本一早いオープン。シーズン到
来を心待ちにしていた約500人のスキー・スノーボード愛好者が県
内外から集まり、一足早いウィンタースポーツを楽しみました。

初期消火の技術を競う 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。20の事業所か
ら28チーム65人が参加。消火器男子の部、消火器女子の部、屋内消
火栓の部に分かれて、火災の発生箇所の確認、消防への通報、消火
器や消火栓の操作などの消火技術の正確さやスピードを競いました。

特派員：杉本 武滿

元気いっぱいの園児・児童と一緒に 10月19日

　いきいき健康サロン千福が丘すその「第５回秋の収穫祭」が千福が
丘町内会館で開催されました。会場にはサロンの皆さんをはじめ、幼
稚園児や小学生を含む約100人が参加し、絵手紙や折り紙などの体験
コーナーで楽しいひとときを過ごしました。

特派員：渡邊 英機

Photograph 2018.10

秋晴れの下、21チームが熱戦 10月21日

　第52回市民ソフトボール大会が総合グラウンドなど市内４会場
で行われ、21チーム参加しました。朝からすっきりと晴れ渡り、
スポーツの秋にふさわしい熱戦が繰り広げられました。ベンチから
は大きな声援が送られました。

特派員：鈴木 敬盛

未来を担う子どもたちが授賞 10月26日

　第19回児童生徒アイデア展表彰式が生涯学習センターで行われ
ました。小・中学生の夏休みの自由研究の出品作品の中から、30
人の児童・生徒が表彰されました。未来を担う子どもたちは、市長
からお祝いの言葉が送られ、キラキラの瞳が嬉しそうでした。

特派員：原 久子
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特集５

「学びの森」で学校の教育力を育てる手助け
学校や教職員、保護者や地域のニーズに応えます
　市教育委員会では、平成27年３月に策定された教育振興基本計
画の基本理念である「学びあい、高めあいながら、人間性豊かに未
来を目指す人づくり」を踏まえ、学校の教育力を高めるために「学
びの森」を設置しました。今年４年目を迎えた「学びの森」では、
「森の道しるべ」「森の仲間」「森の広場」「森のカフェ」の４つ
を柱に活動しています。

学びの森（生涯学習センター２階）
995-4903

http://www.10.
schoolweb.ne.
jp/weblog/　

森の道しるべ
～よりよい授業を共につくりあげていく～

　「よりよい授業を共につくりあげていく」を基本理
念に、学びの森の３人の指導員が、各学校へ巡回訪問
をし、教員の授業力向上と授業づくりの支援を行って
います。対象は、経験年数２～５年目の若手教員、市
の講師・支援員と希望する教員です。指導員は、授業
を参観した後、授業者と面談し、指導や助言をしてい
ます。必要があれば、事前に授業を考える機会も設け
ています。昨年度の指導員による年間の訪問回数は、
延べ205回で、訪問研修を受けた教員数は、市内全体
で76人でした。

森の仲間

　地域の財産（ひと・もの）を学校（子どもの学び）
につなげる支援をしています。具体的には、以下の３
つを行っています。
・学校支援地域本部事業と連携、情報共有
・地域の住民、企業、団体などの窓口
・キャリア教育（企業との連携も含む）への協力
※市内企業の協力を得て、キャリア教育を進めていま
す。

森の広場と森のカフェ

　カフェのような雰囲気の中で、授業や学級づくりに
生かす実践研修を行っています。経験豊かで優れた教
育実践や実績のある市内の教員が講師を務め、実践内
容を学びながら、交流しています。今年は、市内で
ALTを務めるマークス先生と年間10回の英語の講座
を開いて、外国語に関する知識や教授法を学んでいま
す。また、市独自で行っている研修会の企画・運営も
行っています。
　学びの森を教育サロンとして開放し、教職員だけで
なく、保護者、児童・生徒との相談活動も行っていま
す。お気軽にご相談ください。

 裾野市“学びプラン”
『夢、リーダーシップ、語学力、
幅広い教養、発見・解決力、志』

★基本理念「学びあい、高めあいながら、
人間性豊かに未来を目指す人づくり」

★市研修テーマ「共に学びあい、確かな学力を
身に付ける子の育成」

 市立小学校・中学校

外国語 ICT
道徳 主体的・対話的

で深い学び
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お知らせ

Information
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　

保育生活展

　市内公私立保育園９園合同でイ
ベントを開催し、子どもたちが楽
しく遊べる空間を用意します。す
そのんも遊びに来ます。
12月１日㈯　９時20分～15時
市民文化センター多目的ホール
人気の絵本が並ぶ絵本コーナー
やおもちゃで遊べる乳児コー
ナーなど
保育課　995-1822

12/３～９は障がい者週間

　障がい者週間に伴い、イベント
や啓発キャンペーンを行います。
【障がい者週間イベント】
12月１日㈯
　９時20分～15時30分
市民文化センター１階
●障がい児者支援施設などのパ
ネル、作品の展示●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
　●ワークショップ●授産製品な
どの販売　ほか
スタンプラリーに参加した子ど
もには景品があります。
【障がい者週間キャンペーン】
12月５日㈬①７時～８時
　②11時30分～12時
①裾野駅②市役所玄関前、ベル
シティ裾野
障がいのある方々に対しての理
解を呼びかけます。
障がい福祉課　995-1820

ヘルプカードの配布

　ヘルプカードは、障がいの有無
に関わらず、援助や配慮が必要な
方が手助けを求めやすくするため
のカードです。必要な支援方法や
緊急連絡先などの情報を記入して
普段から携帯し、災害時や日常生
活で困ったとき
に周囲に提示し
ます。希望する
対象の方に配布
します。
12月３日㈪～
障がい福祉課

障がい者手帳所持者や難病患者
などヘルプカードを必要とする
方
200枚
障がい福祉課　995-1820

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20日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
12月６日㈭
国保年金課　995-1813

　裾野市長泉町衛生施設
組合では、平成33年度
（2021年）中の運営開始
を目指し、新火葬施設の
整備を進めています。新
火葬施設の建築計画など
の方針を定めた基本設計
を策定しました。
　今後、この基本設計に基づき、より詳細な実施設計を進めていき
ます。
基本計画からの主な変更点
①火葬炉設備の排気ガス冷却方式に熱交換冷却式を利用することで、
機械室の面積の縮小を図りました。
②待合室（36人収容可能）を１室追加し、５室としました。待合
室の壁に引き戸を採用し、２室を１室として利用することで、大
人数の会葬にも対応できるよう配慮しました。
③駐車台数を約20台追加し、合計約100台としました。
④駐車場から火葬施設までの動線に、ユニバーサルデザインを考慮
したスロープや勾配が緩やかな階段を設置しました。
基本設計の概要版は、市公式ウェブサイトをご覧ください。
生活環境課　995-1816

裾野長泉新火葬施設の基本設計を策定
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インフォメーション

Information

御宿地区における裾野都市
計画決定等に関する案の縦覧

　都市計画の案を縦覧し、市民の
皆さんから意見を募集します。
●都市計画の種類
①区域区分の変更（県決定）
②用途地域の変更（市決定）
③地区計画の決定	御宿地区計画
（市決定）
④土地区画整理事業の決定	御宿
土地区画整理事業（市決定）
●案の縦覧と意見書の提出
12月４日㈫～18日㈫
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日を除く
県決定分①▶︎県庁東館12階都
市計画課、市役所２階まちづく
り課

　市決定分②～④▶︎市役所２階ま
ちづくり課
意見のある方は、意見書に必要
事項を記入し、県決定分①は県
都市計画課へ、市決定分②～④
はまちづくり課へ提出できま
す。	※郵送可。最終日必着
都市計画案、意見書などは、県
または市公式ウェブサイトから
ダウンロードできます。
県都市計画課　054-221-3062
　まちづくり課　995-1829
●県公式ウェブサイト▶︎http://
www.pref.shizuoka.jp/kens
etsu/ke-510a/02-0juran.
html（12月４日㈫～）
　●市公式ウェブサイト▶︎http://
www.city.susono.shizuoka.
jp/soshiki/6/1/7/8532.html

母子父子寡婦
福祉資金貸付制度

　県では、ひとり親家庭や両親の
いない子どもが高校や大学、専門
学校などに進学するために必要な
資金の貸付を行います。
20歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母や父子家庭の
父、両親のいない児童など
修学資金／高校以上に通学するた
めに必要な授業料、教材費、交
通費など
就学支度資金／高校や大学、専門
学校などの入学時に必要な被服
や履物などの購入費
子育て支援課にある申請書に必
要事項を記入し、提出してくだ
さい。
11月５日㈪～12月21日㈮
申請後、面接を行います。
子育て支援課　995-1841

　ウォーキングしながら裾野の歴史を学びましょう。
大人300円、高校生以下200円（保険料含む）
飲み物、汗拭きタオル、雨具、参加費など

11月17日㈯～12月９日㈰
●ウォーキングができる服装でお越しください。
　●雨天時は座学の講座を行います。

歴史探訪講座の参加者募集　 東西公民館　992-6677

Vol.１
裾野文学ウォーキング
12月１日㈯　９時～12時ごろ
発着場所／東西公民館
ウォーキングで裾野の四歌人
（二条為冬・宗祇・閑谷法師・
若山牧水）の歌碑や句碑を巡り
ます。裾野と歌人の関係を学び
ます。
講師／金窪明美さん（裾野牧水を
語る会）
約８キロメートルのウォーキン
グができる方
20人（先着順）
11月17日㈯～25日㈰

Vol.２
深良歴史探訪ウォーキング
12月９日㈰　９時～12時ごろ
発着場所／深良地区コミュニティ
センター
当市に初めて土着した武士「大
森氏」に関する史跡を訪ねます。
講師／井上輝夫さん（県文化財保
護指導員）
約４キロメートルのウォーキン
グができる方
30人（先着順）
11月17日㈯～12月２日㈰

Vol.３
西地区歴史探訪ウォーキング
12月16日㈰　９時～12時ごろ
発着場所／市役所玄関前
佐野に残されている史跡や神社、
仏閣、石造物、文学碑などから
庶民文化や信仰をたどります。
講師／井上輝夫さん（県文化財保
護指導員）
約５キロメートルのウォーキン
グができる方
30人（先着順）
11月17日㈯～
　12月９日㈰
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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。
12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
など
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

学校開放調整会議

　１月から２月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。
地区 とき ところ
須山 12月４日㈫ 須山コミセン
東 12月５日㈬

生涯学習セン
ター

深良 12月７日㈮
西 12月12日㈬

富岡 12月13日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

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９日㈰　９時30分～12時
富士山資料館周辺
富士山資料館周辺に生息する野
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、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

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。古着は洗濯し、ひもで
縛ってお持ちください。
【衣料回収のみ】
12月８日㈯①９時～10時30分
　②13時～15時
①須山地区研修センター
　②市民文化センター多目的ホー
ル、富一小用務員室
【衣料回収・販売】
12月９日㈰　10時～14時
市民文化センター多目的ホール
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
生涯学習課　992-6900

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24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
家族を同伴する方のためのミニ
デイサービスがあります。
氏名・住所・電話番号を明記し、
介護家族の会にファクスを送付
するか、地域包括支援センター
または北部地域包括支援セン
ターに電話でお申し込みくださ
い。担当のケアマネージャーに
申し込むこともできます。
介護家族の会（杉山）
　 993-5834
　地域包括支援センター
　995-1288
　北部地域包括支援センター
　930-5800

市指定給水装置工事
事業者の指定

　次の業者を指定しました。
●株式会社ネクスト設備
沼津市中沢田473-4
TEL	921-4051
●新東設備
富士市今泉2826-8
TEL	0545-88-2534
上下水道工務課　995-1834

市民まちづくり講座
まちづくりの先行事例に学ぶ

　日頃感じている疑問や社会の問
題解決に向けて、全国の先行事例
を学びます。学んだことをヒント
に、地域で実際に行動していくた
めの計画を立てる講座です。共感
し合える仲間を見つけることもで
きます。
　講師は、地域や大学で30年に
わたり500以上のプロジェクトに
関わり、地域の元気を創出してい
る福島明美さんです。
12月15日㈯　14時～17時
福祉保健会館３階研修室
50人（先着順）
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）
12月15日㈯
電話またはファクス、メールで
市民活動センターへお申し込み
ください。ファクスやメールの
場合は、名前・住所・電話番
号・講座名を明記してください。
市民活動センター　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

お知らせ
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Information
インフォメーション

市民提案型の教養講座

　来年度の生涯学習センター教養
講座で応募者自ら企画・運営する
講座の提案を募集します。
募集期間／12月１日㈯～平成31

年１月７日㈪
面接日／平成31年１月12日㈯
市内に主たる事業所などがある
法人や任意の団体、個人
語学・料理・音楽・ダンス・ク
ラフトのジャンルを中心に全７
件程度
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し

てください。	※申込用紙は生
涯学習センターホームページか
らダウンロード可
面接（プレゼンテーション）に
よる審査を経て、採用可否を決
定します。
生涯学習センター　992-3800

長泉町裾野市合同企業説明会

　事業所ごとにブースを設け、個
別面接を行います。
12月11日㈫
　13時30分～15時30分
コミュニティながいずみ２階展
示室（長泉町下土狩）
ハローワークに求職登録してい
る方　※ベルシティ裾野内のハ
ローワークプラザ裾野で登録で
きます。登録せずに参加した方
は、参加後に登録してください。
参加企業／就業場所が裾野市また
は長泉町の約40社程度
産業振興課またはハローワーク
プラザ裾野、ハローワーク沼
津・三島・御殿場で配付してい
る案内チラシの受付票を、当日
会場の受付にお持ちください。
産業振興課　995-1857
　ハローワーク沼津事業所部門
　931-0143

緑の基本計画（案）と
立地適正化計画（案）に対する意見を募集
　市では、平成16年３月に策定した緑の基本計画の改定と、立地
適正化計画の策定を行います。市民の皆さんから、計画（案）に対
する意見を募集します。
意見募集の対象／緑の基本計画（案）、立地適正化計画（案）
計画（案）の公表場所／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、富岡支所、須山支所、市役所２階まちづく
り課
意見が提出できる方／●市に住民登録がある方
　●市内に事務所または事業所がある個人や法人その他の団体
　●市内に通勤・通学する方など
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、直接
または郵送、ファクスでまちづくり課に提出してください。市役
所１階情報公開コーナーや各支所の意見提出箱へ投函することも
できます。　※意見提出用紙は、市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます
11月20日㈫～12月19日㈬
　※郵送の場合は、最終日の消印有効
まちづくり課　995-1828　 994-0272

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

パブリックコメント
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お知らせ

青少年育成市民会議研修会
テレビ寺子屋公開収録

　青少年育成市民会議では、青少
年育成関係者などの研修会として、
テレビ静岡のテレビ寺子屋公開収
録を行います。
12月15日㈯　13時20分～
生涯学習センター３階学習ホール
190人（先着順）
テーマ／PTA会長	相田みつを、
みつをの文字力（もじぢから）
講師／相田一人さん（相田みつを
美術館館長）
12月５日㈬
生涯学習課　994-0145

生涯学習センター教養講座
KIDSヒップホップ講師

　平成31年度に開講するKIDS
ヒップホップ講座（小・中学生対
象）の講師を募集します。
募集期間／12月１日㈯～平成31
年１月７日㈪
面接日／平成31年１月12日㈯
18歳以上で当該講座の講師が
できる方
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。	※申込用紙は生
涯学習センターホームページか
らダウンロード可
生涯学習センター　992-3800

親子手づくり教室「手形・
足形で作るクリスマス飾り」

12月１日㈯		14時～15時30分
鈴木図書館２階展示室
市内に住んでいる幼児または小
学生とその保護者
20人（先着順）
手形と足形でクリスマスツリー

と雪だるまの飾りを作ります。
子どもの成長を季節のモチーフ
にしてみましょう。
11月17日㈯９時～24日㈯
　17時
車でお越しの方は、市役所駐車
場をご利用ください。
鈴木図書館　992-2342

12月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ ㈱小島屋商会
☎︎998-0019

２日㈰ ㈱中川商店
☎︎993-1555

８日㈯ ㈲小澤土建
☎︎992-1401

９日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

15日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎︎997-2704

16日㈰ 小川設備工事店
☎︎993-2074

22日㈯ ㈱駿東管工
☎︎992-5728

23日㈰ 田央設備㈲
☎︎997-5175

24日㈪ 鈴木住宅設備
☎︎993-3901

29日㈯ 髙橋設備
☎︎993-1336

30日㈰ パイピング横山
☎︎992-3329

31日㈪ ㈲富士設備
☎︎997-1507

データバンク
11 月１日現在

１日㈯ しずおか市町対抗駅伝、
保育生活展

２日㈰ 地域防災の日
９日㈰ 農業まつり
20日㈭ 市立幼稚園２学期終業式
21日㈮ 小・中学校２学期終業式

12月　カレンダー

人　口　52,204人	 （−４人）
　男　　26,512人	 （−１人）
　女　　25,692人	 （−３人）
世　帯　21,716世帯	（＋15世帯）
内、外国人	 748人	399世帯

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

診療時間　 平日 17時〜 21時　土曜日 12時〜 18時　日曜日・祝日 ８時〜 18時

12月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈯ 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

2 ㈰

清水館医院 993-2323 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川

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

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

3 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

4 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 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

5 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈭ 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

7 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

8 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

小林内科医院 921-2165 米山町 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 田中医院 921-2053 高島町

清流クリニック 941-8688 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下

10 ㈪ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 香貫医院 931-2465 本郷町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

12月前期

11 ㈫ 柿田川医院 973-3601 柿田 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

12 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 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

13 ㈭ 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

14 ㈮ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

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

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

2 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

木村眼科
967-4611 原

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

9 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

静岡医療センター
975-2000 長沢

沼津市立病院
924-5100 東椎路

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

裾野市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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一般書

●そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん
作：東直子　絵：及川賢治　福音館書店（福音館創作童話シリーズ）

●風がはこんだ物語
文：ジル・ルイス　絵：ジョー・ウィーヴァー　あすなろ書房

●ノラネコぐんだん　おばけのやま
著：工藤ノリコ　白泉社（コドモエのえほん）

●かあちゃんのジャガイモばたけ
さく：アニタ・ローベル　やく：まつかわまゆみ　評論社（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

●キラキラッとほしがかがやきました
作・絵：宮西達也　ポプラ社（ティラノサウルスシリーズ 15）　

●童の神
著：今村翔吾　角川春樹事務所

●永遠の詩
著：香月夕花　文藝春秋

●その先の道に消える
著：中村文則　朝日新聞出版

●バロルの晩餐会
　ハロウィンと五つの謎々
　作：夢枕獏　絵：天野喜孝
　KADOKAWA
●アディオス！ ジャパン　
　日本はなぜ凋落したのか
　著：真山仁　毎日新聞出版

児童書

●12月の行事予定
親子手づくり教室
 １日㈯ 14時〜 本館２階展示室

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

サンタとおはなしの会
 ８日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 15日㈯ 14時30分〜 本館2階視聴覚室

親子おはなしの会
 18日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 12日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 19日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室・文化センター図書室 

親子ふれあいデー
  ５日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室 
 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 

●冬の特別会　図書館映画会
と　　き／12月８日㈯　14時〜
と こ ろ／本館２階視聴覚室
上映作品／リチャード・ザ・ストーク　飛べないワタリドリ
定　　員／60人
申し込み／整理券を12月1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。

新刊おすすめ本

12月の休館日 ３日㈪・10日㈪・17日㈪・25日㈫
29日㈪～31日㈪

加藤 大
たいせい

晴くん
（３歳・佐野上宿）

長谷川 咲
さ な

奈ちゃん
（２歳３カ月・和泉）

笹原 直
なお

輝
き

くん
（２歳４カ月・中丸下）

小田嶋 歩
ほ

南
なみ

ちゃん
（２歳11カ月・上町）

木下 蘭
ら ん

音ちゃん
（２歳４カ月・公文名二）

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.sus
ono.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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11 月 6 日　CHASE YOUR DREAM " 夢を追いかけろ！ "　
チームブリヂストンサイクリング自転車教室
須山小、須山中



 　１月 　  
 １日 第43回深良地区元旦マラソン・駅伝大会
 ７日 第61回新成人者祝賀駅伝大会、成人式
　　　消防出初式❶
21日 市長選挙
29日 アスルクラロスルガ株式会社とパートナーシッ

プ協定締結
29日 富士山ナンバーデザイン決定❷

 　７月 　  
 １日 富士山須山口登山道開山式❻
　　　第53回婦人バレーボール大会
 ７日 第２回竹あかり七夕まつり

 　２月 　  
23日 富士山の日記念 富士山資料館入館無料
25日 すそのんお誕生会2018❸

 　３月 　  
 ３日 第３回すそのおんぱく開幕式
15日 株式会社恋路企画と災害時等におけるバスによ

る人員等の輸送に関する協定締結式
24日 深良地区コミュニティセンターリニューアル

オープン❹

 　４月 　  
16日 ヘルシーパーク裾野来館者数400万人達成
22日 第５回深良用水まつり

 　５月 　  
13日 富士山資料館来館者数50万人達成
　　　第42回富士裾野高原マラソン大会
19日 第41回五竜みどりまつり（～20日）
20日 第19回ペタボード大会、第28回輪投げ大会
　　　第８回ファミリーバドミントン大会

 　６月 　  
10日 第40回健康と歯のフェスティバル
17日 第49回父親ソフトボール大会❺
30日 富士山世界遺産５周年記念講演会

2018年
❶ ❷

❸

❹

❺
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 　８月 　  
 ４日 第45回すその夏まつり、市民水泳大会❼
 ９日 東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会自転車ロードレース（男子）コース決定
14日 交通死亡事故ゼロ連続400日達成表彰

 　９月 　  
 １日 第35回富士山すその阿波おどり大会❽
 ８日 裾野御殿場ラグビースポーツフェスティバル

（～９日）
15日 第８回富士山すそのパノラマロードコスモスま

つり（～16日）
30日 第14回オーストラリアンフェア❾

 　10月 　  
 ５日 第４回すそのおんぱく開幕式
 ６日 裾野吹奏楽フェスティバル2018�
 ７日 市議会議員選挙
20日 2018市民のふれあいフェスタすその・第37回

消費生活展（～21日）
23日 市長表彰式
31日 十里木キャンプ場閉場、市民芸術祭（～11月

11日）

 　11月 　  
 ６日 県弁護士会と平常時の災害対策及び災害時被災

者支援活動に関する協定締結
11日 第48回壮年男女混合バレーボール大会
18日 TGRラリーチャレンジ特別戦in富士山すその
21日 市内郵便局と裾野市地方創生に関するパート

ナーシップ協定締結
29日 一般社団法人Code for Japanと政策立案にお

けるデータ利活用に関するパートナーシップ協
定締結

 　12月 　  
 １日 第19回市町対抗駅伝競走大会
 ９日 第45回農業まつり

※12月の出来事は予定日です。

2018年

❼

❽

❾

�❻
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予算・財産・市債の財政状況
平成30年度　上半期（９月30日現在）財政状況

市税 国庫支出金 地方消費税交付金 県支出金 諸収入 市債 その他
予算現額 104億1,660万円 27億2,813万円 11億6,500万円 10億 124万円 9億3,587万円 14億7,460万円 34億  564万円
収入済額 58億3,854万円 8億2,909万円 6億2,016万円 7,591万円 1億5,583万円 0万円 15億6,359万円
収 入 率 56.1% 30.4% 53.2% 7.6% 16.7% 0.0% 45.9%

■ 使われたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

民 生 費 ４万6,311円 11万1,414円
教 育 費 １万9,348円 ４万6,548円
総 務 費 １万7,605円 ４万2,355円
土 木 費 ２万3,257円 ５万5,952円
衛 生 費 １万7,953円 ４万3,191円
公 債 費 １万6,497円 ３万9,688円
消 防 費 7,969円 １万9,172円
そ の 他 １万5,658円 ３万7,668円
合 計 16万4,598円 39万5,988円

■ 納めたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

市 民 税 ( 2 万3,300円) (5万6,054円)
4 万1,225円 9 万9,178円

固 定 資 産 税 6万3,214円 15万2,080円
軽 自 動 車 税 2,529円 6,083円
市 た ば こ 税 2,752円 6,622円
都 市 計 画 税 2,112円 5,082円

合 計 11万1,832円 26万9,045円
(9万3,907円) (22万5,921円)

※（　）は、 法人分を除いた数字

■ 市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
通
債

土 木 費 49億3,446万円 財 務 省 52億6,515万円
臨時財政対策債 37億8,029万円 銀 行 な ど 72億  762万円
減収補てん債 39億6,321万円 地方金融機構 37億7,678万円
教 育 費 20億3,706万円 旧郵政公社 17億7,942万円
そ の 他 37億5,106万円 そ の 他 4億3,711万円

合 計 184億6,608万円 合 計 184億6,608万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 1億2,898万円 銀 行 1億2,898万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 59億8,330万円 旧郵政公社 16億7,536万円
財 務 省 14億8,334万円
地方金融機構 27億5,998万円
銀 　 　 行 6,462万円
合 計 59億8,330万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 11億1,043万円 財 務 省 7億1,111万円
地方金融機構 3 億9,932万円
合 計 11億1,043万円

( 十里木簡易水道特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

簡 易 水 道 2,160万円 地方金融機構 2,160万円

予算現額　　　211億2,708万円
収入済額　　　  90億8,312万円
収入率　　　　43.0%
※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

　市では毎年２回、６月と12月に市の財政状況の公表を行ってい
ます。これは歳入歳出予算の執行状況、財産と市債の現況などをお
知らせするものです。今回は上半期（９月30日現在）の財政状況
について紹介します。

グラフのサイズ　161x110mm
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予算現額　　　211億2,708万円
支出済額　　　  85億9,334万円
執行率　　　　40.7%
※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 衛生費 総務費 公債費 その他
62億2,598万円 34億1,494万円 26億7,813万円 23億4,950万円 22億4,145万円 19億8,721万円 22億2,987万円 予算現額
24億1,779万円 12億1,423万円 10億1,014万円 9億3,728万円 9億1,915万円 8億6,128万円 12億3,347万円 支出済額

38.8% 35.6% 37.7% 39.9% 41.0% 43.3% 55.3% 執 行 率

■ 水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収益的収入 9億8,270万円 4億  584万円 41.3%
収益的支出 7億4,072万円 1億8,050万円 24.4%
資本的収入 4,800万円 1,431万円 29.8%
資本的支出 5億4,894万円 2億6,112万円 47.6%
※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。

■ 下水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収益的収入 7億6,933万円 4億4,507万円 57.9%
収益的支出 7億5,219万円 2億5,676万円 34.1%
資本的収入 5億8,453万円 1億2,682万円 21.7%
資本的支出 7億5,763万円 4億6,990万円 62.0%
※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場合は、損益
　勘定留保資金などで補てんする。

■ 土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収益的収入 4,165万円 3,506万円 84.2%
収益的支出 4,200万円 3,530万円 84.1%
資本的収入 2万円 0万円 0.0%
資本的支出 4,146万円 3,506万円 84.6%
※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 726,463.33㎡
山 林 1,211,335.92㎡
建 物 163,266.18㎡
出資金および
貸 付 金 6億5,586万円

基 金 90億8,674万円
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 51億5,795万円 23億3,682万円 45.3% 18億2,797万円 35.4%
後期高齢者医療事業 5 億3,700万円 1億6,375万円 30.5% 1 億1,036万円 20.6%
介 護 保 険 32億4,902万円 16億  810万円 49.5% 12億9,804万円 40.0%
土 地 取 得 34万円 0万円 0.0% 0 万円 0.0%
十里木高原簡易水道 4,736万円 773万円 16.3% 249万円 5.3%
墓　地　事　業 4,640万円 1,657万円 35.7% 1,937万円 41.7%
合 　 　 計 90億3,807万円 41億3,297万円 45.7% 32億5,823万円 36.1%

※歳入の不足分は財政調整基金から一時立替をしています。

予
算
現
額

支
出
済
額

凡例 一般会計歳出

歳出状況

平成30年度　財政状況概要
(平成30年9月30日現在）

総予算額………329億6,463万円
収入済額………145億   813万円
支出済額………130億1,985万円

グラフのサイズ　161x55mm
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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 29年度 4 82 20 68 40 1 8 4 39 266 56 2 58 7 6 15 28 352

平成 30年度 4 80 20 69 39 1 8 6 40 267 56 1 57 7 6 15 28 352

対前年増減数 0 ▲ 2 0 1 ▲ 1 0 0 2 1 1 0 ▲1 ▲1 0 0 0 0 0

区分 住民基本台帳人口
（平成30年1月1日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
平成28年度の

人件費率
平成29年度 52,484人 197億2,370万1,000円 29億2,340万4,000円 14.8％ 16.5％

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29年度 324人 12億6,827万6,000円 3億6,435万円 5億1,916万4,000円 21億5,179万円 664万1,000円

区分 平均年齢 平均給料月額 学歴 初任給 経験年数10年 経験年数20年 経験年数30年

一般行政職 41.2歳 32万3,519円
大学卒 18万5,800円 27万2,340円 35万8,525円 40万6,250円

高校卒 15万1,500円 — — 37万6,250円

技能労務職 51.8歳 36万8,729円 高校卒 15万1,500円 — — 37万1,483円

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30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

１．職員数に関する状況

２．職員の給与に関する状況
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①期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.225月分 0.90月分 2.125月分

12月期 1.375月分 0.90月分 2.275月分

合計 2.6月分 1.8月分 4.4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 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分   33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 　　47.709月分
最高限度 47.709月分 　　47.709月分

③地域手当　支給率８％
　１人当たり平均支給年額28万4,171円
④特殊勤務手当　18種類
　１人当たり平均支給年額２万9,432円
⑤その他手当
　扶養手当、住居手当、通勤手当など

月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（６月期）
2.075月分

（12月期）
2.225月分副市長 66万円

教育長 63万円

報酬
議長 38万円

（6月期）
1.80月分

（12月期）
1.85月分副議長 34万円

議員 32万円

①分限処分者数　１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。

　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他、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。

　昨年度、延べ645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 198人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 352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 69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 26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。係長以上の職員は、評価結果を勤勉
手当に反映しています。

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29年）
１人当たり／９日と４時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況（平成29年

度）
育児休業／女性５人
部分休業／１人

※平成29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

６．福祉と利益の保護に関する状況３．職員の手当に関する状況
　　（平成30年４月１日現在）

４．特別職の給与などに関する状況
　　（平成30年４月１日現在）

５．分限と懲戒処分に関する状況
　　（平成29年度）

７．研修と勤務成績の評定に関する状況

８．勤務時間とその他の勤務条件に関する状況
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秘書課
995-1800

　市長表彰式が10月23日㈫に市民文化セ
ンターで行われました。防災意識の高揚や
社会福祉の向上などに寄与し、市政発展の
ために尽力した５人の方を表彰しました。
受賞した皆さんを紹介します。

市 政 有 功 賞

市 政 功 労 賞

治安維持、水火災等防護功労
今関 正興さん（元町）

　多年、市民の生命財産の保
全に尽力し、消防団長として
組織の育成強化や防災意識の
高揚に寄与しました。

社会福祉功労
岩﨑 正子さん（佐野上宿）

　多年、婦人会活動に尽力し、
婦人会長として組織の育成強
化や社会福祉の向上に寄与し
ました。

社会福祉功労
小野 道子さん（本村上中）

　多年、地域での相談・援助
活動に尽力し、民生委員・児
童委員として、社会福祉の増
進に寄与しました。

社会福祉功労
庄司 良子さん（天理町）

　多年、地域での相談・援助
活動に尽力し、民生委員・児
童委員として、社会福祉の増
進に寄与しました。

社会福祉功労
古河 規子さん（青葉台）

　多年、地域での相談・援助
活動に尽力し、民生委員・児
童委員として、社会福祉の増
進に寄与しました。

8
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特集４

市長表彰　５人を表彰
市政の発展に貢献



　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
別警戒を実施します。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。
　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。また、「サギ電話」などが多発しているため、被害に遭
わないよう注意してください。

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

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
「ピカッと作戦！」の推進

　年末に近づくにつれ、日没時間が早くなっています。
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。
　暗くなってから徒歩や自転車で外出する場合は、明
るい色の衣服や、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、身に覚えのないはがきやメールに注意

　オレオレ詐欺や架空請求詐欺などの振り込め詐欺に
ご注意ください。裾野警察署管内では、大手電器店、
警察官、銀行協会などをかたる「サギ電話」が発生し
ています。自宅に現金やキャッシュカードを取りに来
る手口は、詐欺の疑いがあります。疑いがあるときは、
必ず身近な人などに相談
してください。
　詐欺は電話だけでなく、
はがきやメールによるも
のも発生しています。身
に覚えのないはがきや
メールに記載された連絡
先には、絶対に連絡しな
いでください。
詐欺に共通する手口
①不安にさせる。
②解決策を示して安心させる。
③考える暇を与えず、行動させる。
▶︎少しでも不安を感じたら、すぐ身近な人や警察に相

談しましょう。

自転車の盗難被害防止
少しの手間で愛車を守ろう

　市内で、自転車の盗難被害が増加しています。被害
にあった自転車のほとんどが未施錠でした。自宅やア
パート敷地内などに駐輪していても安心せず、施錠し
てください。短時間の駐輪でも盗難被害に遭うことが
あります。安心のため、鍵を
二重に掛けて、自転車の盗難
を防ぎましょう。

危機管理課
995-1817

総合消費料金未納分
訴訟最終通知書

管理番号(わ)251
　この度、貴方の未納され
ました総合消費料金につい
て、契約会社及び、運営会
社から、訴状申し入れされ
たことを本状にて報告致し
ます。・・・

取り下げ最終期日
平成30年12月10日
民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞ヶ関
消費者相談窓口
03-1111-XXXX

はがきの例
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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



フォトグラフ

Photograph 10・11月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／時之栖

ブルーのイルミネーションに囲まれて

遊びを通じ関わり合いの楽しさを知る�10月28日もののふが集結チャンバラ合戦� 10月28日

　冬の風物詩、時之栖のウィンターイルミネーションがスタートし
ました。今年の地域参加型コーナーのテーマは「色彩美ブルーガー
デン」。市は「ブルー・フルール（青い花）」と題して、光を浴び
る青いジャイアントフラワーとすそのんのフォトスポットで出展し
ています。早速、親子連れで写真を楽しんでいました。

　生涯学習センターで秋のわんぱく冒険隊が開催されました。小学
3～6年生25人が参加し、６つの班に分かれ自己紹介の後、団体行
動の基本動作を学びました。また、ゲームを通してコミュニケー
ションの大切さを元気に楽しく学び、充実した一日になりました。

特派員：原 久子・小林 建次・勝又 しんじ

　葛山城ゆかりの仙年寺で第18回もののふの里「葛山城」まつり
が行われました。まつりでは天下取りチャンバラ合戦が行われ、12
チームが参加しました。チャンバラ合戦が始まると、大きな歓声が
会場内に響き渡り、女子大将の活躍など見ごたえ十分の合戦でした。

特派員：中村 隆司

2018.12.1・15
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Photograph 2018.10・11

芸術・文化に触れる12日間� 10月31日

　市民芸術祭の開会式が市民文化センターで行われました。開会式
では、合唱連盟によるコーラスや二胡の演奏が行われ、第１部・２
部あわせて12日間に渡る芸術祭が幕を開けました。期間中は多く
の方が来場し、市民の皆さんによる芸術を堪能しました。

人の心に焼き付く作品・研究発表� 11月３日

　不二聖心女学院で第52回秋のつどいが行われました。校内の茶畑
で作られた不二茶やお菓子などの物品販売が行われ、にぎわう会場
内は楽しい雰囲気に包まれていました。また、自由研究や演劇、吹
奏楽などの発表があり、訪れた方の心を豊かにしてくれました。

特派員：渡邊 英機・原 久子

みんなで気づこう　子どもの変化� 11月1日

　要保護児童対策地域協議会がベルシティとマックスバリュ裾野店
の２カ所でキャンペーン活動を行いました。店頭でパンフレットや
啓発グッズなどを手渡しながら、買い物客らに「児童虐待の防止は、
社会全体で取り組むべき重要な課題です」と呼びかけました。

特派員：杉本 武滿

地域の高まりは心のふれあいから� 11月３日

　須山地区研修センターで第19回須山地区意見発表会が行われま
した。登壇者は学校や家庭、郷土などについて感じていることを伝
えました。住みやすい地域づくりをすることを目的に、発表を通じ
てコミュニティの輪が広がり、世代間の相互交流が深まりました。

特派員：杉本 武滿

災害支援協定で市民の不安解消に� 11月６日

　平常時の災害対策及び災害時被災者支援活動に関する協定が、県
弁護士会と結ばれました。市からの要請を受け弁護士を派遣するな
ど、災害時に市民の皆さんの不安を解消します。大多和会長は「こ
れを機に市との協力関係を深めたいです」と述べました。

ウェブ・エリス・カップがやってきた�11月７日

　スクラム先生プロジェクトの一環で、元ラグビー日本代表の小野澤
宏時さんが東小学校を訪れ、５年生を対象に実技指導や講義を行い
ました。サプライズで披露されたワールドカップ優勝チームに与えられ
る「ウェブ・エリス・カップ」を目の前に子どもたちは大興奮でした。
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　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す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。福もちの無料配布やみかん
のつかみ取りなど、さまざまな催し物が行われます。

農林振興課
995-1823

とき／12月９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

　式典

とき／11時30分～12時
ところ／市民文化センター入口前
●主催者・来賓あいさつ
●農産物ほ場等審査表彰式
　・いちごの部　　　　　・根菜（大和芋）の部
　・根菜（里芋）の部　　・良質米の部
　・山林種苗の部　　　　・花卉の部
●「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品表彰
　※作品は、エントランスホールで展示します。

　即売コーナー

・野菜
・イチゴ　・米
・はんぺん
・手作りみそ
・地酒
・正月用お飾り
・緑花木
・軽食など

　催し物コーナー

・パターゴルフ　・優良農産物の紹介
・丸太切り、木

工作り
・動物ふれあい

広場
・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
・甘酒

　駐車場

・市民文化センター（北・南側）　・市立水泳場
・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　　　　　・消防署

♦︎「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品�♦︎

２等「お茶摘み大好き！」
吉野 昌宏さん

１等「じいじと」
佐野 光さん

２等「初秋の高原そば畑」
宮崎 泰一さん
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第45回　農業まつり
農作物の即売、福もちの配布などを実施



お知らせ

Information
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　

依存相談

　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。

とき ところ

１月10日㈭・
17日㈭・28
日㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

１月９日㈬
東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津
市高島本町）

時間はいずれも13時～16時
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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

すそのスタイル vol.11 発行

　第11号となる今回のテーマは、
「すその、カレー。」です。市内
のカレーを提供しているお店の魅
力やその店主の素顔を紹介してい
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.１～10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 

不発弾事故根絶のために

１「入らない！」
　演習場では、射撃訓練や爆破訓練
を行っていて大変危険です。演習場
の土地所有者、入会組合の関係者以
外の一般の方は、演習場内に入るこ
とは禁止されています。法令によっ
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
対触れないでください。
非常に危険です。

３「まず連絡！」
　演習場内で砲弾などを見つけた場
合は、現状のままにして、その場所
を富士学校へ連絡してください。演
習場外で見つけた場合は、最寄りの
警察へ連絡してください。

不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

〜 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 発見した不発弾は、
爆破処分等を実施し
て安全化を図ってい
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。

写真提供：陸上自衛隊富士学校

 富士学校　0550-75-2311
　平日▶
　　演習場管理課　（内線 2291）
　㈯㈰・祝日▶
　　学校当直　（内線 2302）
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インフォメーション

Information

順天堂大学医学部付属
静岡病院市民公開講座

　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11日㈫　17時30分～18
時30分　※開場▶︎17時
順天堂大学医学部付属静岡病院

管理棟４階第１会議室（伊豆の
国市長岡）
120人

テーマ／薬剤による腎障害
　～そのお薬大丈夫ですか？～
講師／清水芳男さん（順天堂大学

医学部付属静岡病院腎臓内科医
師）
手話通訳があります。
順天堂大学医学部付属静岡病院
地域医療連携室　948-3111

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。

１月９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）

問県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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㈭
年始の特別収集／１月３日㈭は、

月・木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

　平成30年１月１日から12月31日までに医療機関、薬局などに支
払った県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31年１月１日に、市に住民登録があり、県後期高齢者医

療の被保険者であること
　②医療機関などを受診したときに市に住民登録があること
　③県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14年３月31日以前に生まれた方

年額10,000円が上限②県後期高齢者医療の被保険者で重度障害
者医療費助成金受給者証をお持ちの方

①②以外の県後期高齢者医療被保険者の方 年額6,000円が上限

申請の受付（土・日曜日、祝日を除く）
ところ とき

市役所地下会議室A・B １月８日㈫～31日㈭ ９:00～16:30
深良地区コミュニティ

センター
１月17日㈭ ９:00～16:00
１月18日㈮ ９:00～12:00

富岡地区コミュニティ
センター

１月21日㈪ ９:00～16:00
１月22日㈫ ９:00～12:00

須山地区コミュニティ
センター

１月23日㈬ ９:00～16:00
１月24日㈭ ９:00～12:00

市役所地下会議室A・B １月20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１/８㈫～31㈭
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お知らせ

子犬・子猫の幸せ探し
里親探し

　子犬・子猫を譲りたい方と譲り受
けたい方をつなげます。

12月16日㈰
市役所駐車場

【譲りたい方】
　12月２日㈰から８日㈯までに
指定の病院で健康診断・検便・駆
虫（無料）を済ませて、当日連れ
てきてください。
集合時間／13時30分

生後2～4カ月の子犬・子猫を
譲りたい方

【譲り受けたい方】
　未成年の方は、保護者同伴でお
越しください。
集合時間／13時50分

子犬・子猫を譲り受けたい方
はんこ・筆記用具・連れて帰る
ためのキャリケースや洗濯ネッ
トなど
生活環境課　995-1816

住民票などのコンビニ交付
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

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23年12月２日～昭和24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

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15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

市民文化センターホール
利用休止

来年度、市民文化センターの大
ホールと多目的ホールのトイレ
改修工事を行います。このため、
工事期間中はホールを利用でき
ない場合があります。
2019年11月～2020年３月
生涯学習課（工事に関するこ
と）　994-0145

　市民文化センター（ホールの利
用に関すること）　993-9300

すそのロケフェスタ2019
●映画上映会＆トークイベント体験
　ゲスト▶︎小椋久雄（監督）、山野海（女優）他

１月26日㈯　10時30分～　※開場▶︎10時
市役所地下多目的ルーム　 80人
市内で撮影された短編映画「袖振り合うのも」の上
映や出演者によるトークイベントを行います。

市公式ウェブサイトの応募フォームから申し込むか、
はがきまたはファクスに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を明記しロケフェスタ2019係へお
申し込みください。
１月18日㈮

●パネル展
１月21日㈪～31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。
シビックプライド推進室 ロケフェスタ2019係　
995-1803
992-1546　 〒410-1192　佐野1059番地▲小椋 久雄 ▲山野 海
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インフォメーション

Information

森の力再生事業

　県では、１人あたり年間400円
の「森

も り
林づくり県民税」を活用し、

間伐が遅れた人工林の手入れなど
を行う森の力再生事業を実施して
います。活用を希望する方は、県
東部農林事務所森林整備課へご相

談ください。
おおむね35°以上の急傾斜地
で、手入れがされていない林内
が暗い森林など
林内の下草を生やすための強度
の間伐（間伐率35～40％）を
行います。
県東部農林事務所森林整備課

　920-2170　 920-2167
tounou-shinrin@pref.shizuo
ka.lg.jp

市指定給水装置工事
事業者の指定

　次の業者を指定しました。
●株式会社慧水産業

静岡市駿河区寿町16-29
　田中ビル101号室
　TEL 054-654-1580

上下水道工務課　995-1834

裾野高校吹奏楽部
第16回定期演奏会

12月22日㈯　18時30分～
　※開場▶︎18時～

市民文化センター大ホール 
さまざまなジャンルの曲を演奏
します。
裾野高校　992-1125

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。
戦略広報課　995-1802

富士山芸術展

申し込み期限／12月21日㈮
展示期間／２月13日㈬13時～

28日㈭15時
搬入／２月13日㈬ ９時～12時
搬出／２月28日㈭　15時～

生涯学習センター１階展示
コーナー
生涯学習センターにある申込
票に必要事項を記入し、窓口
またはファクスで提出してく
ださい。
搬入・搬出は個人でお願いし
ます。
富士山世界文化遺産裾野市民
協議会（生涯学習課）

　994-0145
992-4047

企画展
「ふるさと富士山芸術展」

申し込み・搬入期間／２月16
日㈯～３月24日㈰　

展示期間／４月20日㈯～６月
23日㈰

作品の返却／６月27日㈭以降 
富士山資料館
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。
●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

　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。
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。
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
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。

富士山の作品を募集
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お知らせ

年末年始の
公共施設の休業日

施設名 期　間

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㈭

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５日㈯

ヘルシーパーク
裾野

12月31日㈪・
１月１日㈫

斎場
12月28日㈮・
１月１日㈫～

３日㈭

市役所（代表）　992-1111

フードドライブ
食品寄付運動

　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
食べるものがなく困っている方々
へ寄付します。

１月４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されてい
るボックスに入れてください。
●生鮮食品や酒類の寄贈は受け
付けていません。●賞味期限が
３月以降となる食べ物●原則未
開封の食べ物●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

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

年末年始のし尿・浄化槽
汚泥処理収集の休業

　年末年始は、し尿・浄化槽汚泥
の収集を休業します。年内の収集
を希望する方は、12月14日㈮ま
でに予約してください。
休業期間／12月29日㈯～１月４

日㈮
東・西・深良地区▶︎㈲山水総業

　992-1561
　富岡・須山地区▶︎㈱富士クリー

ンサービス　997-6100
生活環境課　995-1816

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

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　※初回に徴収
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。

12月28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。
市民体育館　993-0303
〒410-1113　稲荷24

　動作の改善が目的で、ダイエットや姿勢改善、競技力向上などが期待できるトレーニングマシンです。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

火曜日
10:30～12:00

１月８日
N4401

認知動作型トレーニングマシン未
経験者の方

19:00～20:30 N4402

木曜日
13:30～15:00

１月17日
N4403

19:00～20:30 N4404

金曜日   9:00～10:30 １月18日 N4405

フォロー教室 火曜日   9:00～10:30 １月８日 N4406 はじめて教室修了者の方

17
2018.12.1・15



インフォメーション

Information

介護に関する心のケア講座

12月８日㈯　18時30分～20時　
※開場▶︎18時
生涯学習センター学習ホール
196人

テーマ／本当に大切なものを求め
て ～弱さからの出発～

講師／遠藤博之さん（たんぽぽ診
療所院長）
介護する側・される側、双方が
前向きに生活を送れるような心
構えや、要介護の方への接し方
などについて講演します。
当日、席に余裕がある場合のみ、
申し込んでない方も参加できま
す。

生涯学習センター
　992-3800

市営墓地使用者（第16期）

　市営墓地は、深良中学校から１
km上ったところにあります。墓
地からは美しい雄大な富士山を眺
めることができます。

市民▶︎市に住民登録があり、市
内に墳墓をお持ちでない方

　市外▶︎沼津市、三島市、御殿場
市、長泉町、清水町、小山町に
住民登録がある方、または市内
の事業所に勤務している方で、
市内に墳墓をお持ちでない方

　※いずれも改葬予定の場合はお
申し込みできます。

募集区画／３㎡の標準タイプ15
区画

永代使用料／市民▶︎430,000円
　市外▶︎570,000円　
墓地管理料／5,140円（年額）

墓所使用申込書と本籍地が記載
された住民票を生活環境課に提
出してください。
12月３日㈪９時～12月14日㈮
17時
使用区画抽選会は、12月20日
㈭に行います。使用者を決定す
る際には、現に焼骨などを有し、
埋蔵を希望している方を優先し
ます。３号墓域までの募集は第
16期で終了します。必要とす
る方はお申し込みください。
生活環境課　995-1816

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21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

１月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈫ ㈱西島工業
☎︎993-1070

２日㈬ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

３日㈭ ㈲北住設機器
☎︎993-1250

５日㈯ ㈲アサヒ住設
☎︎997-3933

６日㈰ ㈱植松水道
☎︎992-4644

12日㈯ 杉山産業
☎︎992-1131

13日㈰ 山崎設備
☎︎997-6766

14日㈪ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

19日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎︎992-6599

20日㈰ 工管設
☎︎993-1603

26日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

27日㈰ ㈲小澤土建
☎︎992-1401

７日㈪ 小・中学校３学期始業式

８日㈫ 市立幼稚園３学期始業式

13日㈰
成人式
消防出初式
交通指導員会視閲式
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

18
2018.12.1・15



Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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30年６月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

18日㈫
13:00～13:30

平成29年５月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00～13:15

平成28年６月
生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭
13:00～13:30

平成27年11月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　4日㈫※ 17:00 ～ 19:45
11日㈫※  9:00 ～ 11:30
17日㈪　 17:00 ～ 19:45

※は C 型肝炎検査もできます。

12月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
３・10・17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

10日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

７日㈮
18:00～18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

17日㈪
13:00～15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

３日㈪
13:00～15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

21日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

10日㈪
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

11日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

日 月 火 水 木 金 土

内科

整形 整形 内科 外科 内科 整形 整形

内科 整形 内科 外科 内科 内科 内科

内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

内科 外科 内科 内科 内科 整形 整形

内科 整形

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

１

8

15

22

29

　駿東地域職業訓練センター
　１月講座受講生募集

●技能講習▶︎フォークリフト運
転技能講習（最大荷重１ｔ以
上）、高所作業車講習（作業床
の高さ10m以上）●特別教
育・安全衛生教育▶︎アーク溶接、
アーク溶接（追加実技講習）、

職長教育（製造業対応）●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、夜間パワーポイント

基礎、夜間アクセス基礎、夜間
イラストレーター基礎、夜間パ
ソコン財務会計●カルチャー
コース▶︎アロマ教室、手作り木
綿ぞうり教室、フラワーアレン
ジメント、絵画教室、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322
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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・12/29〜1/3 ８時 ～18時

12月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

永野医院 962-4450 大岡 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

森医院 966-2017 石川 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

17 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 えがわ医院 921-5148 高島本町 西村医院 971-6510 下土狩

18 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 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

19 ㈬ 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

20 ㈭ 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

21 ㈮ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 金元整形外科医院 924-0112 松長 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

23 ㈰

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

あそうクリニック 929-7575 筒井町 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 972-3223 伏見 遠藤クリニック 975-8801 久米田

24 ㈪

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

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

望星第一クリニック 922-0222 柳町 東医院 921-5520 高沢町

25 ㈫ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 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

26 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

27 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

28 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 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

29 ㈯

鈴木医院 993-0430 佐野

岩渕内科医院 951-4579 添地町 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

12 月後期

30 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波

森岡医院 962-1084 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路

31 ㈪

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 三島中央病院 971-4133 緑町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原

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

16 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

聖隷沼津病院
952-1000 松下

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

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

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

小川歯科医院
993-3200 佐野

24 ㈪ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

永井眼科
980-1777 萩

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

スマイル歯科医院
997-1610 深良

29 ㈯ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

西島歯科医院
988-3162 納米里

30 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

31 ㈪ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

太田歯科医院
972-1318 長沢

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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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㈫

裾野赤十字病院 992-0008 佐野
高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 沼津市立病院 924-5100 東椎路 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場
なおきクリニック 929-8555 東椎路

2 ㈬

遠藤医院 997-0533 葛山

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

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩

3 ㈭

おぐち医院 992-6611 深良

岡田医院 921-5321 新宿町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 西村医院 971-6510 下土狩

池田病院 986-1212 本宿

4 ㈮ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

5 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈰

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

あめみや内科 935-1159 吉田町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭
ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

7 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

8 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 酒井医院 966-1755 今沢 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

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

馬場

11 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

12 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

13 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

かとう内科医院 946-5562 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原
森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 守重医院 931-2511 我入道

江川

診療時間　平日 17時 ～21時　土曜日 12時 ～18時　日曜日・祝日・12/29〜1/3 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

日 内 科 外 科 小児科

14 ㈪

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

小林医院 966-7700 今沢 田中医院 921-2053 高島町

きせがわ病院 952-8600 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

15 ㈫ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

１月前期

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

１㈫ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

はとり眼科
987-6789 中土狩

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

スマイル歯科医院
997-1610 深良

2 ㈬ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

3 ㈭ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

聖隷沼津病院
952-1000 松下

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

6 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

小島レディースクリニック
952-1133 大岡

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

13 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

太田歯科医院
972-1318 長沢

14 ㈪ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

しんあい歯科医院
973-6686 伏見

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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12月の休館日
３日㈪・17日㈪・29日㈯～31日㈪

フォレスタコンサート in 裾野

　日本の素晴らしい風土や文化、語り継ぎたい日本
のこころを、メロディーにのせてお届けします。
とき／３月12日㈫　開演14時～　※開場▶︎30分前
料金／全席指定　5,500円（税込）
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
発売／アザレア友の会先行▶︎12月２日㈰
　一般▶︎12月14日㈮
チケット購入／各発売初日の受付▶︎窓口：10時～
（座席指定可）、電話：13時～（座席指定不可）

田代 唯
ゆい

ちゃん
（２歳３カ月・千福が丘）

鈴木 咲
え ま

舞ちゃん
（１歳 11 カ月・御宿台）

山口 芽
め い

生ちゃん
（２歳１カ月・上町）

金子 誠
まこと

くん
（２歳・公文名三）

久村 悠
ゆう

弥
や

くん
（２歳１カ月・御宿台）

●１月の行事予定
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

親子わいわい広場
 ５日㈯ 10時～12時  本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 16日㈬  ９時～12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 23日㈬ 13時～16時 本館２階展示室・文化センター図書室

親子ふれあいデー
 ９日㈬ 10時～17時 本館２階展示室 
 17日㈭ 10時～17時 本館２階展示室 
 25日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

１月の休館日 １日㈫～３日㈭・７日㈪・15日㈫
21日㈪・24日㈭・28日㈪
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恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります
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12 月 1 日　しずおか市町対抗駅伝
おめでとう　市の部７位入賞！
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　いよいよ来年、東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会が開催されます。この大会の自転車競技ロード
レース（男子）では、国道469号線を御殿場市から裾野市
内に入り、須山支所交差点を北上、忠ちゃん牧場西側道路
から富士山資料館経由で南富士エバーグリーンを通過し、
富士山スカイラインを御殿場市に抜けていきます。
　オリンピック開催地として私たちにできるおもてなしや魅
力発信について、事業者・元競技者それぞれの立場ででき
ることや今後の展開について語り合ってもらいました。
自転車競技ロードレース（男子）
とき／2020年７月25日㈯
スタート／武蔵野の森公園
ゴール／富士スピードウェイ

 座談会参加者（順不同）

●早川 優さん
市観光協会副会長
株式会社フジヤマリゾート代表取
締役社長

●堀口 綾子さん
市商工会女性部部長
和風れすとらん「みよし」若女将

●飯島 誠さん
自転車競技オリンピアン（シド
ニー・アテネ・北京大会出場）
ブリヂストンサイクル株式会社

●髙村 謙二
裾野市長
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2019　新春座談会

ロードレースのコースに決定
機運の醸成のためにできること

市長▶︎まず、自己紹介を兼ねて、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会自転車ロードレー
ス男子で当市がコースの一部に決定した気持ちをお
話しください。

早川▶︎株式会社フジヤマリゾート代表取締役社長の早
川優です。ロードレース男子のコースが市内を経由
することに併せ、弊社が管理運営している南富士エ
バーグリーンラインがコースの一部になったことは、
社員一同、驚きとともに非常に光栄なことだと受け
止めています。同時に、オリンピックに向けフジヤ
マリゾートとしても機運を盛り上げていきたいと強
く思いました。

市長▶︎市としても、開催都市に名を連ねることができ
たことで、大きなプレゼントをもらったという思い
です。

早川▶︎エバーグリーンラインは、かなりの上り坂なの
で、個人的にはコースとして選ばれるとは思ってい
なかったため正直驚きました。

堀口▶︎須山小学校あたりから富士山へ向けて、ずっと
上り坂ですからね。

早川▶︎毎日、車で通勤していますが、車でも大変な坂
道を自転車で上るのですよ。選手は本当にすごいの
だなとつくづく思います。

市長▶︎今、コースや選手の話が出てきましたが、飯島
さんは自転車競技の元選手で、現在は講演などもさ
れているのですよね。

飯島▶︎はい。ブリヂストンサイクル株式会社の飯島誠
です。2010年まで選手をしていて、シドニー、ア
テネ、北京のオリンピック三大会に出場させていた
だきました。北京のときは37歳で、スポーツ選手
としてはベテランといわれる年齢でしたが、８位に
入賞することができました。現役引退後、ブリヂス
トンサイクルに入社しました。現在は、主に自転車
競技に関する講演会などを通じ、自転車競技の啓発
や、自転車を文化として普及させていく活動などの
仕事をしています。併せて、より多くの皆さんにオ
リンピック・パラリンピックの魅力や大会後のまち
づくりを知ってもらえればと活動しています。11
月６日は市内の小・中学校で講演を行いました。

市長▶︎市民の機運高揚にもご協力いただきまして、あ
りがとうございます。

　さて、楽しむことや楽しませることを、いろいろ仕
掛けてくださっている堀口さん。すでに何かアイデ
アをお持ちなのではないですか。

堀口▶︎和風れすとらん「みよし」若女将の堀口綾子で
す。市商工会女性部の部長を務めています。オリン
ピックは遠い存在に感じていましたが裾野市が開催
地になったことで、私にとっては身近なものになり
ました。これから自分たちのできることを皆さんと
一緒に考えていきたいと思っています。

市長▶︎市商工会女性部の皆さんを率いてのエコマル
シェなどの開催で、女性の持つ感性とパワーに心強
さを感じています。また、先日開催の県商工会女性
部主張大会では最優秀賞を受賞されましたよね。

堀口▶︎ありがとうございます。日頃の活動やみんなの
思いを代弁しただけなのですけどね。そんな仲間た
ちと、裾野市を感じてもらえるようなイベントなど
をつくっていきたいと思っています。一生に一度あ
るかないかのオリンピックという一大イベントに、
傍観しているのはもったいないと思うのです。参加
してもらう方たちはもちろん、私たちも一緒に楽し
めるようなものをつくっていけることを考えるとワ
クワクします。

須山中での自転車教室の様子

エコマルシェの様子
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市長▶︎オリンピックに向けての企画を楽しみにしてい
ます。市としても協力できることは精一杯協力させ
ていただきます。

　では、最後に私。裾野市長の髙村です。昭和39年、
東京オリンピックの年に生まれました。オリンピッ
クに対して運命的なものを感じてしまいます。市と
しても、裾野を訪れてくれた方々には印象に残るお
もてなし、アスリートの皆さんにはベストタイムを
出せるような環境を整えなければと思います。期待
と不安もある状態ですが、市民の皆さんや企業の皆
さんと力を合わせて、開催に向けて準備を万端に整
えていきます。

飯島▶︎早川社長にお伺いしたいのですが、エバーグ
リーンラインがコースに決まった時はどのような心
境でしたか。

早川▶︎コースが決まった瞬間は本当に嬉しかったです。
ただ、不安もあります。もう40年以上使用してい
る道路です。冷静に考えてみると、自転車レースを
開催するための整備が必要なのではないかと。

市長▶︎市道も同様です。路肩の崩れや、道路側溝、路
面の状況など、環境の整備対策が必要ですね。

早川▶︎オリンピックの競技なので、世界中から一流の
選手が集まります。安全面が担保され、きちんと競
技の運営が行われなければいけないと考えています。

　コース整備については、オリンピック組織委員会と
今後の役割分担についてしっかり話し合いたいと考
えています。まずはこれらを早目にクリアして、機
運を高めて盛り上げることにも注力したいです。

市長▶︎市としてもスピード感を持って、環境の整備や
情報発信を行っていきます。

コースは過去最難関

堀口▶︎飯島さんは、選
手時代に国内外の
レースに出られてい
たと思うのですが、
路面の状況も重要な
要素ですよね。

飯島▶︎もちろんです。
海外のコースに比べ、
エバーグリーンラインの路面は比較的きれいだと思
います。普通に車が走れる状態でしたら大丈夫で

しょう。ヨーロッパのレースでは特別な整備はそれ
ほど行っていません。穴やくぼみ、車輪が挟まって
しまうようなひび割れがあると、問題はあると思い
ますが、基本的には大丈夫だと思います。ただ、下
り区間は時速100キロメートル近く出ることもある
ので、細かな補修が必要かもしれません。下り区間
がある市町は大変かもしれません。

堀口▶︎自転車でもそんなにスピードが出るのですね。
怖くて想像もできないです。

飯島▶︎今回のコースはかなりのスピードが出る区間が
ありますね。きちんと整備された競技用の自転車で、
一流の選手が運転すればスピードが出ても安全に走
ることが可能です。

市長▶︎エバーグリーンラインは下り区間に比べれば、
細かなところの整備までは必要ないかもしれません
ね。

飯島▶︎上り区間は、恐らく時速20キロメートル前後
でレースが推移すると思われます。ゆっくりと観戦
するには上り区間がいいですね。ロードレースでは、
上り区間でドラマが生まれます。観戦する側も選手
間での駆け引きにおいても、レース本番ではエバー
グリーンラインがまず１回目の山場になるでしょう。
そしてゴールを前にした激坂の三国峠が最大の山場
になると思います。市内のコースは後半にかけて体
力的にダメージを与える感じですよね。

市長▶︎序盤戦の市内の上り坂が後になってボディーブ
ローのように効いてくるのですね。

早川▶︎レースは７月に行われるので、気温も湿度もさ
らに選手を苦しめますね。

飯島▶︎ロードレースの盛んなヨーロッパは夏もカラッ
としているので、ヨーロッパの選手にはきついはず
です。

堀口▶︎雨が降ると、さらにじめじめしますね。天候に
恵まれることを祈ります。

飯島▶︎今回のオリンピックレースは過酷になることは
間違いないです。過去最高にきついコースではない
かなと思います。

堀口▶︎過去最高に過酷だということは、応援にも熱が
入りますね。

飯島▶︎今回はスタートが東京で、ゴールが富士スピー
ドウェイです。オリンピックでは珍しく、ワンウェ
イのラインレースと捉えられます。今までオリン

堀口さん
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ピックのロードレースの多くは周回コースがメイン
でした。そういう意味でも、世界中がこのコースに
注目しています。本当に実力がある選手が勝つこと
になるでしょうね。

堀口▶︎やっぱりすごいですね。距離も長く、ハードで
すよね。

飯島▶︎そうですね。最初の10キロメートルのパレー
ドランを含めて244キロメートルです。裾野から東
京までを往復できるくらいの距離になります。

早川▶︎長いように感じますが、ロードレースやオリン
ピックコースとしては平均的な距離なのですか。

飯島▶︎そうですね。オリンピックでは250キロメート
ルの距離設定が多いです。

キーワードは“おもてなし”
裾野の魅力を伝える

市長▶︎皆さんは実際に自転車ロードレースをご覧に
なったことはありますか。

堀口▶︎興味はありますが、見たことはないです。ロー
ドバイクを２年前に購入し、時間があるときは乗っ
ています。

飯島▶︎堀口さんも自転
車乗りなのですね。
仲間が増えることは
嬉しいですね。

堀口▶︎オリンピック
コースが決定したた
めか、最近市内でも
自転車で走っている
方がすごく増えている気がしますね。

飯島▶︎今までも、それなりにはいたと思いますが、気
にしていなかったというか、気が付かないのでしょ
うね。オリンピック・パラリンピックが裾野に来る
ということで、皆さん少し自転車のことが気になり
始めているのだと思います。関心を持つことが、レ
ガシーづくりの第一歩だと思います。いろいろな携
わり方があって当然です。それをここから、少しず
つ皆さんで探し出していくというのも、また楽しい
ですね。

堀口▶︎楽しいですね。今まであまり携わったことのな
い自転車の世界。知ることで楽しみが増えますし、
そこに自分がどう関わっていけるのか。何か積極的

に向かい合いたいという気持ちはあります。ハード
面は難しいかもしれませんが、ソフト面で来てくれ
た方が笑顔になるようなことを考えたいです。

飯島・早川・市長▶︎おもてなしですよね。
堀口▶︎おもてなしをキーワードにですよね。私たちも

海外旅行に出かけて、現地の方が笑顔で迎えてくれ
たり、声をかけてくれたりしたら、言葉は通じなく
ともうれしいですよね。

市長▶︎飯島さんは、海外のレースに出場したときに受
けたおもてなしで印象的だったことはありますか。

飯島▶︎温かく迎えていただけるだけでもすごくうれし
いのですが、やはり訪れた街の方々と話しをしたと
きに、自転車競技に対する関心が高いとうれしいで
すね。

早川▶︎そうなると、私たちも自転車や自転車競技に関
心を持ち、ロードレースの楽しみ方を知ることが大
切ですね。

市長▶︎先日、市内の自転車愛好者による自転車のイベ
ントが開催されました。マナーや初歩的なところか
ら勉強するためのコーナーを設けてくれていました。
このようなことの積み重ねが大切なのだと思いまし
た。おもてなしの心については裾野市民は温かい人
が多いので、私はまったく心配していません。

飯島▶︎私も学校訪問やイベントへの参加を通して、市
民の皆さんの暖かさを感じることができました。こ
れからも私たちにできることはたくさんあると思い
ます。

堀口▶︎裾野を気に入ってもらい、繰り返し裾野に訪れ
てもらいたいですね。

早川▶︎お店を営む中で、おもてなしの部分というのは、
どのように考えていますか。

堀口▶︎富士山が世界遺産になってから、海外からのお
客さまのご来店が増えています。多様化するニーズ
にできる限り寄り添い、細かく応えられるように心
がけています。せっかく裾野を訪れてくださったの
だから、裾野のことをより多く知ってほしいです。
お料理でのアピールはもちろんですが、写真スポッ
トを作って自転車で回ってもらえるような仕組みを
作り、裾野を広く知ってもらいたいです。自転車イ
ベントとマルシェのコラボ開催なども見据え、前向
きな気持ちでアピールしていきたいです。

飯島さん
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早川▶︎すっと一歩が踏み出せるというのは非常にすば
らしいですね。裾野市の女性にパワーと勢いを感じ
ますね。

市長▶︎市民の力、女性のパワーを活用させていただき、
官民一体となってイベントの企画や裾野のアピール
を行いたいですね。

堀口▶︎私たちが挑戦したいことに市職員の皆さんが一
所懸命下地づくりをしてくれます。それがあるから
こそ私たちが活動できるのです。一緒に積み上げて
いくことが成功につながると思っています。

世界に発信したい
裾野から見る富士山の魅力

早川▶︎観光協会としても、オリンピックを機会に裾野
市の観光を発信するため、何かやらなければという
機運はあります。私は、コースを選手たちが走って
いる光景を想像したときに一番絵になるのは、富士
山を正面にする裾野のコースだと思います。富士山
を目指して激走する選手たち。それが全世界に発信
される。きっとすばらしいですよね。

飯島▶︎海外の方がたくさん来て、どんどん情報を世界
各地にSNSなどで
自ら発信してくれま
す。このチャンスを
生かして裾野市を世
界に知ってもらいた
いですね。

市長▶︎千載一遇のチャ
ンスですよね。

飯島▶︎SNSなどの普及で情報の拡散するスピードが、
10年前と比べて圧倒的に速くなっています。また、
旅の形も変わってきていて、情報を元に自分で旅を
作る方も多くなってきていますよね。

堀口▶︎裾野は本当に自然に恵まれています。私たちが
見慣れ過ぎていて見落としているかもしれないです
ね。選ばれる裾野市でありたいですね。

飯島▶︎初めて訪れると感動だらけですよ。
堀口▶︎そこに住んでいると当たり前になってしまい、

つい見過ごしてしまう。市外からいらした方から言
われ、こんな宝があったのかと気づかされることも
ありますよね。

飯島▶︎私は市外に住んでいるので、富士山を間近に見

ると感動します。先日も富士山の写真を撮りました。
朝もきれいですが夕焼けもすごくきれいですね。
SNSに上げたくなる美しい景色でした。

早川▶︎やっぱりそうで
すね。雄大な富士山
やパノラマロードと
いった観光資源を世
界に向け繰り返し発
信していきたいと思
います。

応援の仕方は千差万別
選手とともに盛り上がる

堀口▶︎ロードレースの応援のイメージがないのですが、
観客はどのような感じで応援されるのですか。

飯島▶︎今回の大会はどのようなルールになるか分かり
ませんが、競技の応援の仕方も決まったものはあり
ません。人それぞれの応援の仕方があります。海外
のロードレースでは、バーベキューなどを楽しみな
がら応援している人もいれば、コスプレをして、選
手と一緒に山道を走りながら応援する人もいるくら
いです。

市長▶︎市民の皆さんはどこでどう応援したらよいのか
ルールが分からない方が多いと思います。観戦の
ルールを学ぶことも必要ですね。

飯島▶︎基本的には、座席が用意されていない限り、自
転車レースは無料です。ツール・ド・フランスでも、
スタート地点とゴール地点のところに有料観覧席が
ありますが、沿道は無料です。

市長▶︎無料なら多くの方に応援に来てもらいやすいで
すね。

飯島▶︎そうですね。ただ、スピードの出る下り区間は
基本的に観戦禁止です。選手も危険な区間ですから
ね。観戦ポイントはどこですかと聞かれれば、間違
いなく上り区間です。

堀口▶︎その方が安全でゆっくり見られますね。
飯島▶︎本当に裾野市は一番の観戦ポイントなのです。

髙村市長

早川さん
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　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。

　本年４月30日をもって天皇陛下は退位され、
５月１日には皇太子徳仁親王殿下が即位され新
たな元号と共に新しい時代の幕開けを迎えます。
平成を振り返りますと皆さまそれぞれに感慨深
いものと思います。
　昨年、東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会自転車ロードレース男子のコー
スが正式決定され裾野市がコースの一部として
選ばれました。市内のコースは標高約1,500
メートルの水ヶ塚公園付近まで標高差が約900
メートルあり、過酷ではありますが最も見ごた
えのある区間となっています。加えて随所で雄
大な富士山の姿を存分に堪能していただけます
ので、国内外の多くの皆さまに裾野市を知って
いただける、あるいは訪れていただけるチャン

スと捉え、競技環境の整備、機運醸成を図り、
裾野市だからこその“おもてなし”と“レガ
シーづくり”に市民の皆さまと一緒に取り組ん
でまいりたいと考えております。さらに2020
年は深良用水通水350周年、2021年１月１日
には市政施行50周年の節目を迎えます。市民
の皆さま自らが祝え、「シビックプライド（ま
ちへの愛着や誇り）」を持って主体的にまちづ
くりに参画していただくためにも、市民の皆さ
まが自ら作り上げていく市民協働による手法に
よって、2020年に向けて準備を進めてまいり
ます。
　今後も市民協働・戦略的情報発信・広域連携
の視点に立って、「みんなが誇る豊かな すそ
の」の実現に向けて「まち・ひと・しごと」づ
くりを進めてまいります。
　結びに、皆さまのご健勝、ご多幸と新たな時
代に向けて大きな飛躍の年になりますことを心
からお祈り申し上げまして年頭のあいさつとい
たします。

2 0 2 0 年 に 向 け て 　 年 頭 あ い さ つ

レガシーづくりへ
一人一人が主役

市長▶︎皆さん、積極的なお話をありがとうございます。
最後に、オリンピックの開催に向けてそれぞれの立
場で、今後の夢や目標を一言ずつお願いします。

早川▶︎市内外の方に自転車コースとして認知されるよ
う強く発信していきます。エバーグリーンラインを、
オリンピック後もロードレースの会場になったこと
を生かし、イベントを企画したいです。市全体や地
域全体を活性化できるような役割や働きかけを行っ
ていきたいと考えています。

飯島▶︎まず、ブリヂストンサイクルとしてはオリン
ピック・パラリンピックで所属選手がメダルを獲れ
るよう頑張ります。また、この地域を自転車の街に
していきたいです。それを大きなゴールとします。

レガシーの一歩として、より多くの方々に興味や関
心を持ってもらうところから協力させていただきた
いと思います。

堀口▶︎ロードレースやオリンピック全体の魅力の発信
のため、皆さん一人一人に一緒に盛り上げようとい
う声かけからまず始めていきます。それをきっかけ
に市民として何ができるのかをみんなで考え、実行
し、盛り上げていきたいと思います。

市長▶︎まずは、準備万端、大成功におさめられるよう
に大会運営の準備をしっかりしていきます。今、シ
ビックプライドと言っていますが、地域への、郷土
への誇り、愛着をまちづくりの原動力にしたいなと
思っています。オリンピック・パラリンピックを
きっかけにシビックプライドが醸成されていくこと
を最終的な目標にしています。今後ともよろしくお
願いします。

裾野市長
髙村 謙二
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データ利活用推進シティ宣言！
データ利活用で納得感のある、効率的で透明性のある市を目指します

特集２

　皆さんは“データ利活用”と聞くと、どのようなイ
メージを持つでしょうか？「難しそう」「利活用するの
は当たり前でしょ？！」など、さまざまだと思います。
データ利活用を進めることで、より納得感と透明性が上
がることに加え、効率的な市政運営が可能になります。
市では“難しそう”な取り組みを“当たり前”にするた
めに、推進体制と計画をつくりました。

　データ利活用の推進

体制整備、計画策定、宣言
　データ利活用の推進を市全体で取り組む体制とし
て、８月に市データ利活用推進本部を設置しました。
11月に市官民データ活用推進計画を策定し、11月
29日㈭には、取り組みを内外に発信するため
“データ利活用推進シティ宣言”をしました。
コード・フォー・ジャパンと協定締結
　また同日、データ利活用分野で専門的な知見をも
つ、一般社団法人コード・フォー・ジャパン（以下
Code for Japan）と協定を締結し、政策立案にお
けるデータ利活用に関する取り組みの連携を開始し
ました。今年度中に政策立案に関する支援を受けた
取り組みを実施します。
データ利活用で皆さんの生活は？
　数値を根拠に分析・検証を進めることで、より効
果的なサービスをより効率的に提供することが可能
になります。データ利活用の利点を活かし、市民の
皆さんと将来像を描き、共に考えていきます。

　これまでの取り組み

データ利活用の推進 ICT導入の推進

課題解決につかえるICT？
従来の方法　 AI,IoT,RPA

課題　仮説　検証
デザイン思考

根拠→合意形成
納得感！

無駄が減る、スリム化
効率的！

限られた資源（ヒト・モノ・カネ）
数値（データ）は共通言語！

市民・団体・民間企業
など

市官民データ活用推進計画

連携

協定

市民、民間企業、学校、
金融機関、報道機関、
地域活動団体、NPO、
その他

データ利活用
推進シティ宣

言!!

市長を本部長とする
部署間の横断的な

庁内体制

みんなうれしい！

活用 検討

　職員の研修を開始。EBPM
（根拠に基づく政策立案）
について、具体的な手順を学
習し、業務に反映させていき
ます。講 師はCo de  fo r 
Japanの市川博之さん（裾
野市出身）です。

11月８日～

　Code for Japanと「政
策立案におけるデータ利活
用の推進に関するパート
ナーシップ協定」を締結し
ました。市の政策形成プロ
セスを高度化させます。

11月29日

　「データ利活用推進シ
ティ宣言」を行い取り組み
を内外に発信しました。宣
言によって、データ利活用
の推進だけでなく民との連
携を加速させます。

　東京大学公共政策大学院
客員教授の奥村裕一さんを
招いて、データ利活用をキー
ワードにした市民参加型の
地域ゼミを開催しました。堰
原区長の柏木広基さんが区
の取り組みを発表しました。

11月29日

12月14日3

1 2

4

企画政策課
995-1804
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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３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。

産業振興課
995-1857

美容師
野上 晶子さん（南町）

　昭和42年に美容師学校を卒業後、長年にわた
り美容師としての技能の研究に努めています。昭
和55年に独立以降、地域のニーズに合うように
ハートフル美容師の資格を取得。特徴ある技術の
資格を得ることで、市内に限らず多くの顧客に
サービスを提供し、高い評価を得ています。また
介護施設の訪問を行い、施設利用者のケアを行っ
ています。
　組合活動にも積極的に参加。周りからの人望も
厚く、平成15年には組合から東部美容技能功労
章へ推薦されるなど優れた技能を持っています。

農業
渡邉 友江さん（公文名4）

　昭和41年に就農以降、水稲栽培や露地野菜づ
くりなどの複合経営に取り組み、経営体制の確立
を行ってきました。その間、地域農業者に先進的
農業技術の普及導入活動の先駆者として地域農業
の礎を築きました。イチゴ栽培のためのさまざま
な技術を有し、イチゴを当市の特産品に押し上げ
た立役者で、イチゴ生産のけん引役となっていま
す。
　苺組合では、役員を歴任し業界の発展に大きく
貢献し、若手栽培者の良き相談相手となり、栽
培・経営面の指導も率先して行っています。

大工
橘 保好さん（本茶）

　昭和41年から現在まで52年の長きにわたり、
建築大工としての技能の研究に努めています。平
成３年に工務店を立ち上げ住宅設計建築業に励み、
技能センターの講師としても後進の技能習得に多
大なる貢献をしています。優れた技術は高く評価
され、市内のみならず県東部地域の多くの顧客や
取引先に信頼されています。
　組合活動にも積極的に参加し周囲からの人望も
厚く、組合長として業界の発展に大きく貢献し、
後進の指導・育成に尽力しています。

平成30年度　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27日㈫に開催
され、当市から2人の技能者が表彰されました。
優秀技能者
◆自動車整備工　浅田 澄さん
　（トヨタ自動車㈱東富士研究所）
◆車のデザインモデル制作　川島 秀一さん
　（トヨタ自動車東日本㈱）
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いじめ問題は学校だけでなく地域の問題として取り組みます

学校の組織運営＝チーム学校 子育て支援課
家庭児童相談員

スクールサポーター

警察・児童相談所
などの関係機関

ふれあい教室
指導員
相談員

スクール
カウンセラー

心の教室相談員

外国人相談員

健康推進課

通級指導担当
ことばの教室担当

特別支援教育
コーディネーター

特別支援
巡回相談員

社会教育指導員

学びの森
指導員

医療・福祉などの
関係機関

幼稚園
保育園
保育士

スクール
ソーシャルワーカー

地域の皆さん 民生・主任
児童委員

児童・生徒

教員
学校

　子どもたちが心身ともに健康で安心して成長できるように、いじめのな
い地域を目指し、いじめ問題に対応していくため「いじめ防止基本方針」
を策定しました。

学校教育課
995-1838

いじめのない地域に向けて

　いじめ防止対策推進法では「地方公共団体は地域の
実情に応じ、いじめ防止などのための対策を総合的か
つ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう
努めるもの」と規定されています。
　いじめとは、児童・生徒と一定の人的関係にある他
の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を与え
る行為（インターネットを通じて行われるものを含
む）で、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の
苦痛を感じているものをいいます。一つ一つの行為が
いじめに当たるかどうかの判断は、いじめられた児
童・生徒の立場に立つことが必要です。けんかやふざ
け合いであっても、見えないところで被害が発生して
いることもあります。
　市では、いじめを学校だけの問題とせず、いじめ防
止などのための対
策を市として実効
的に行うために、
「いじめ防止基本
方針」を策定しま
した。

いじめの未然防止に取り組みます

　いじめは全ての児童・生徒に関する問題です。どの
子どもにも、どんな場所でも起こりうることを踏まえ、
全ての子どもに向けた対応が求められます。社会全体
で、健やかでたくましい子どもを育て、心の通い合う、
温かな人間関係の中で、いじめをしない子どもを育て
ていきます。「地域の子どもは地域で育てる」のもと、
学校や家庭だけでなく、地域社会全体で、いじめの未
然防止に取り組みます。

地域一体となって！

　いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受け
る権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格形成
に大きな影響を与えるだけでなく、生命や身体に重大
な危険を生じさせる恐れのあるものです。「いじめの
防止」「早期発見」「早期解決」につなげるため、市
や学校、家庭、地域などが連携し、子どもの健やかな
成長を見守り、いじめの事実を知ったり、いじめの現
場を目撃したりした場合は、一刻も早く協力して対応
します。

◆いじめ防止基本方針の詳しい内容は、
市公式ウェブサイトをご覧ください。
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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　 住所　 Mail　 Web　

市指定給水装置工事
事業者の廃止

　次の事業者を廃止しました。
●株式会社まるゆう

長泉町下土狩396-22
TEL 998-0020

上下水道工務課　995-1834

市民無料相談

１月21日㈪　10時～12時
　※受付▶︎11時40分まで

市役所４階401会議室
●司法書士相談▶︎相続、各種登
記、会社の設立、増資、成年後
見業務、社会保険労務などに関
する相談。

　●行政相談▶︎行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談。行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

市民文芸誌
『文芸すその』第38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38号を市
内の書店などで頒布します。

１月８日㈫～２月28日㈭
戸田書店リブレ裾野店、鈴木図
書館、生涯学習センター
700円
生 涯 学 習 セ ン
ターでは、期間
終了後も継続し
て頒布します。
生涯学習課　994-0145

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30日㈬
美化センター　992-3210

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23日㈬
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和24年１月２日～２月１日
に生まれた方
対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

県最低賃金の改正

　県特定（産業別）最低賃金が次
のとおり改正されました。
●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▶︎879円

●鉄鋼、非鉄金属製造業▶︎916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▶︎930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▶︎900円

●各種商品小売業▶︎866円
静岡労働局労働基準部賃金室

　054-254-6315

ヘルシーパーク裾野
改修工事による休館

　ヘルシーパーク裾野は、風呂の
天井改修工事を行うため、工事期
間中は全面休館します。
工事期間／１月16日㈬～３月７日

㈭
営業再開／３月上旬

工事の進捗状況によって、期間
が変更になる場合があります。
健康推進課　992-5711

お知らせ

Information

秋 の 叙 勲
瑞 寶 小 綬 章

今関 正興さん
（元消防団団長）

　昭和39年に消防団に入団し、
通算47年間職務を全うしまし
た。平成４年から26年の長き
にわたり消防団長を務め、女
性消防団の新設や団員の増員、
災害時消防活動支援隊の新設
など組織の充実強化に尽力し
ました。
　平成22年から８年間にわた
り(公財)県消防協会会長を、
平成24年から2年間にわたり
(公財)日本消防協会副会長を
務めるなど、市内だけでなく県
下・全国の消防団の組織強化
に寄与しました。
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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”

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

１月22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
民生委員児童委員協議会

　（土屋） 997-2031

2019 年市政カレンダー
配付・販売

　市政カレンダーを発行しました。
１世帯に１部を無料で配付し、希
望する方には販売しています。
テーマ／富士山のある風景
配付・販売場所／戦略広報課、各

支所、生涯学習センター、富士
山資料館

販売価格／300円
【郵送での購入】
　希望部数分のカレンダー代金の
定額小為替と郵送代金分の切手、
送り先の住所・氏名・電話番号を
記載した用紙を戦略広報課に郵送
してください。
郵送代金／１部340円、２部500円
　※３部以上はご相談ください。

無料で配付できる世帯は、区を
通じて配付されない世帯です。
戦略広報課　995-1802

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の
受付や手続きの相談に応じます。

１月24日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
１月10日㈭

国保年金課　995-1813

親子わいわい広場

　入退室は自由で、申し込みは不
要です。

１月５日㈯　10時～12時
鈴木図書館２階展示室
幼児・小学生とその保護者の方
ぶんぶんゴマ、折り紙、カルタ、
巨大すごろくなどのお正月遊び
を楽しみます。
駐車場に限りがありますので、
市役所駐車場または公共交通機
関をご利用ください。
鈴木図書館　992-2342

市民体育館自由教室
シニアトレーニング無料体験

　シニアの生活筋力アップを目的
とした、無理なくできるトレーニ
ング教室です。

１月18日㈮　13時～13時50分
市民体育館多目的ルーム
30人程度（先着順）
いすに座り、ストレッチや筋力
トレーニングを行います。
運動できる服装、室内シューズ、
飲み物
当日会場で12時30分から受け
付けます。
市民体育館　993-0303

自衛官候補生（任期制自衛官）
採用試験

①２月２日㈯
　②２月24日㈰

航空自衛隊静浜基地（焼津市上
小杉）
18歳以上33歳未満の方
①２月１日㈮

　②２月２日㈯～22日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

普通救命講習会

１月27日㈰　９時～12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

平成31・32年度
学校給食用物資の納入業者

　学校給食センターや市内小学校
が発注する給食用物資の納入業者
の登録申請を受け付けます。

学校給食センターにある申請書
類に必要事項を記入し、提出し
てください。 ※申請書は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ドできます。
１月７日㈪～21日㈪

　９時～16時　※土・日曜日、
祝日を除く。郵送の場合は最終
日の消印有効
学校給食センター　992-6868
〒410-1102　深良2363
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お知らせ

応急手当指導員講習

３月２日・９日・16日の土曜日
　８時30分～17時30分

富士山南東消防本部三島消防署
３階消防センター（三島市南田
町）
３日間合計24時間全てのカリ
キュラムを受講できる方
10人
三角巾法、搬送法、心肺蘇生法、
AED取り扱い、指導技法など
筆記用具、昼食（外食可）、動
きやすい服装
２月１日㈮～22日㈮
最終日に認定試験を行います。

富士山南東消防本部
　警防救急課　972-5803

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、
足場の組立て等作業主任者技能
講習、ガス溶接技能講習●パソ
コンコース▶︎パソコン入門（ビ
ギナーズコース）、ワード基礎、
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、夜間アクセ
ス基礎、夜間パワーポイント基
礎、夜間イラストレーター基礎
●カルチャーコース▶︎アロマ教
室、手作り木綿ぞうり教室、フ
ラワーアレンジメント、絵画教
室、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

すそのんびりさんぽ
～裾野駅開業と商店街～

　明治22年２月１日に旧東海道
線の国府津駅～沼津駅間が開通し、
佐野駅（現裾野駅）が開業しまし
た。裾野駅開業130周年を記念し、
裾野駅や駅前商店街が辿ってきた
裾野の歴史をガイドを交えて巡り
ます。

２月２日㈯　13時30分～15時

30分　※受付▶︎13時～
コース／佐野原神社から裾野駅ま

での３キロメートル
集合場所／佐野原神社

20人
講師／田口建一さん（市文化財保

護審議委員）
350円（保険料を含む）
市役所駐車場をご利用ください。

生涯学習センター
　992-3800

いのち支える自殺総合対策計画（案）と
空家等対策計画（案）に対する意見を募集
　市では、自殺の防止対策について定めるいのち支える自殺総合対
策計画と、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため
の空家等対策計画を策定します。市民の皆さんから、計画（案）に
対する意見を募集します。
意見募集の対象／いのち支える自殺総合対策計画（案）、空家等対

策計画（案）
計画（案）の公表場所／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、富岡支所、須山支所、各担当課
意見が提出できる方／●市に住民登録がある方
　●市内に事務所または事業所がある個人や法人その他の団体
　●市内に通勤・通学する方など

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、直接
または郵送、ファクスで各担当課に提出してください。市役所１
階情報公開コーナーの意見提出箱への投函や各支所への提出もで
きます。　※意見提出用紙は、市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

◆いのち支える自殺総合対策計画（案）
１月18日㈮　※郵送の場合は、最終日の消印有効
計画（案）は、市役所２階学校教育課でも公表しています。
健康推進課　992-5711　 992-5733
〒410-1117　石脇524-1

◆空家等対策計画（案）
１月７日㈪～２月６日㈬　※郵送の場合は、最終日の消印有効
まちづくり課　995-1856　 994-0272
〒410-1192　佐野1059

パブリックコメント
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インフォメーション

Information

暮らしキラキラ
楽しい節約術セミナー

　スマートで楽しい節約術を学ぶ
セミナーです。

２月３日㈰　14時～15時45分
　※開場▶︎13時20分

生涯学習センター３階学習ホー
ル
190人（先着順）
日頃見落としがちな節約術や節

約レシピの紹介、消費増税に向
けた対策など、暮らしに役立つ
知識を得ます。

講師／和田由貴さん（テレビの情
報バラエティ番組など各種メ
ディアで活躍）
500円（高校生以下無料）
筆記用具
電話またはファクスで申し込む
か、メールで件名を「節約セミ
ナー申込」とし、受講者の氏
名・住所・電話番号を明記し、
生涯学習課へ送信してください。
生涯学習課　994-0145

992-4047
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

消費者相談室 くらしのダイヤルCounseling Room

Q 10回分の回数券を購入するとスポーツクラ
ブが割安になるというので購入した。その後、

引っ越すことになったので、未使用の回数券を払い
戻してもらおうとしたら、社内規定で払い戻しでき
ないと言われた。未使用分のお金を返してほしい。

Ａ 「割安になる」「特典が付く」などでお得感
のある回数券ですが、未使用でも払い戻しさ

れない場合があります。回数券の使用方法や払い戻
しなどについては、各事業者が定めた約款などに従
うことになります。事業者が倒産した場合でも、払
い戻しができるとは限りません。使用期間が決まっ
ているものもありますので、期間内に使い切れるか
よく考えて購入しましょう。健康状態や引っ越しな
どさまざまな事情で通うことができなくなることも
あるので、購入前に決まりをしっかり確認してくだ
さい。

食品添加物の表示
　団子や大福が賞味期限を過ぎても柔らかいことが
不思議ではありませんか？ それらの表示を見ると、
触媒作用で食品の品質を改善する酵素やデンプンの
変化により固くなるのを防ぐトレハロースなどの食
品添加物が使われています。原料はデンプンや麦芽
で、安全性については厳しく試験されています。食
品添加物は、原材料名の中に原材料と区分されて表
示され、それぞれ重量の多い順に記載されます。原
材料と食品添加物を記号「/」や改行などで区分し
て表示するものもあります。
　スイスの毒性学の父と呼ばれるパラケルサスは、
「全てのものは毒である！ そして、その毒は量で
決まる！」とどんなものも食べすぎはよくないこと
を述べています。表示を確認し、バランスの良い食
生活を心掛けることが大切です。

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

消費生活センター 995-1854

消費生活研究会

データバンク
12 月１日現在

人　口　52,167人（−37人）
　男　　26,505人（− 7 人）
　女　　25,662人（−30人）
世　帯　21,730世帯

（+14世帯）　
内、外国人  773人431世帯
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Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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

９日㈬
９:00～９:15

平成30年７月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

15日㈫
13:00～13:30

平成29年６月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

10日㈭
13:00～13:15

平成28年７月
生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭
13:00～13:30

平成27年12月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　８日㈫　 17:00 ～ 19:45
15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。

１月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土

内科 外科 内科 内科 内科

整形 内科 内科 外科 整形 内科 整形

外科 内科 内科 外科 内科 整形 内科

整形/内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形 整形 内科 内科 内科
※20日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

6

13

20

27

7

14

21

28

１

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
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

９日㈬
9:15～9:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

21日㈪
13:00～15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

７日㈪
13:00～15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

9日㈬・25日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

16日㈬
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

22日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

15
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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

１月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈬ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 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

17 ㈭ 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

18 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

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

20 ㈰

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

武藤医院 931-0088 三園町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 東医院 921-5520 高沢町

21 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 よざ小児科医院 967-5722 原

22 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 松原医院 962-1496 白銀町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

24 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

26 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
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

27 ㈰

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

大沢医院 931-1019 御幸町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

１月後期

28 ㈪ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 東医院 921-5520 高沢町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

30 ㈬ 森医院 966-2017 石川 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

31 ㈭ 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

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

20 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かまたクリニック
988-2488 文教町

梶歯科医院
994-1344 石脇

27 ㈰ 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

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

●１月13日㈰の救急協力医が変更になりました。
　外　　科　変更前：関外科胃腸科医院▶︎変更後：駿東整形外科医院（922-8855　 高沢町）
　産婦人科　変更前：沼津市立病院▶︎変更後：いながきレディースクリニック（926-1709　 宮前町）
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　手話サークル虹の会は、耳の不自由な方が活動で
きる場を作ろうと平成元年に設立されました。耳の
不自由な方６人を含め31人が活動しています。
　毎週木曜日のサークル活動での会員同士の交流の
他、夏休み手話教室や講習会を通じた手話の普及な
どを行っています。「サークル活動は、耳の不自由

な方が手話で会話できる“居場所”になっていま
す」と代表の市川由美子さん。会員の佐藤正樹さん
は「病院や会社など手話が通じる場所があまりあり
ません。身振りや手振り、口の動きで言葉を読み
取っています」と話します。手話言語法の制定に向
けた動きがあるなど、手話の普及が進んできていま
すが、生活の中で耳の不自由な方が手話で会話でき
る場所が少ないのが現状です。会員の皆さんは、会
話ができるサークル活動を楽しみにしているそうで
す。
　会の設立当初から活動している鈴木三枝子さんは
「この受賞をきっかけに、多くの人に手話を理解し
てもらい、普及していきたいです」と期待します。
市川さんは「手話は難しいものではないので、健常
者の方も手話に興味を持ってほしいです」と笑顔で
話していました。手話に興味がある方は、気軽に
サークル活動をのぞいてみてください。
●サークル活動
　参加を希望する方は、社会福祉協議会（☎992-
5750）へご連絡ください。

毎週木曜日19時～　 福祉保健会館

厚生労働大臣表彰を受賞
手話サークル虹の会（左から市川由美子さん、

佐藤正樹さん、鈴木三枝子さん、市長、村山祐三子さん）

江戸時代の規制と許可

　江戸時代は身分制社会で、庶民には苗字・家作・
服装などさまざまな規制がありました。特に年貢を
納める農民には、1649年に出された「慶安の御触
書」で「朝から晩まで油断なく働くこと、酒や茶を
買って飲んではいけない、木綿以外のものを着ては
いけない」などと定められ、領主が干渉していまし
た。
　特殊な場合は、領主から特別の許可が与えられる
こともありました。下の文書は1867年、小田原藩
から須山村名主隼人へ出された許可状です。主な内
容は「多くの冥

みょうがきん
加金と小前の百姓よりも多分の金子

を献上したことは奇特なことで、お殿様の耳にも入
りました。そこで脇

わきざし
指と袴の着用を許し、真

ま お か も め ん
岡木綿

と吸い物を下されることになりました」です。

石井好子メモリアル音楽祭2019
ポピュラー音楽の祭典 

　シャンソンやジャズ、出演者オリジナルヒット曲
などの「ポピュラーコンサート」です。
と　き／３月16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
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット販売／１月26日㈯　９時～　
　初日の受付：特設電話992-2820のみ
　27日㈰以降の受付：文化センター窓口と電話
出　演／美川憲一、伊東ゆかり、岩崎宏美、
　国府弘子ほか　【ゲスト】川中美幸

１日㈫～３日㈭・７日㈪・21日㈪
１月の休館日

（渡邉家文書）

許可状

美川憲一岩崎宏美伊東ゆかり 川中美幸
Special Guest

国府弘子
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　市議会12月定例会が11月26日㈪から12月
12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19案件が審議されま
した。ここでは、主な議案を紹介します。

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、
特別職の職員の給与に関する条例の一部改正
　人事院勧告を勘案し、市議会議員、特別職の職員に
支給する期末手当の額を改めるため、条例を改正しま
した。

市職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部改正
　人事院勧告などに基づき、職員、一般職の任期付職
員に支給する給料などの額を改めるため、条例を改正
しました。

市職員等の旅費に関する条例、市議会議員の議員報酬
及び費用弁償等に関する条例の一部改正
　旅費日当の見直しを行い、実態に即した旅費支給と
するため、条例を改正しました。

市道路線の変更
　路線の形状変更に伴い、３路線の起終点の変更を行
いました。

手数料条例の一部改正
　建築基準法で、接道規制の適用除外の一部について
の認定事務が加わったことに伴い、新たに申請手数料
の徴収を行うことおよび認可地縁団体に関する証明発
行手数料の徴収を行うにあたり、条例を改正しました。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正
　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準の一部改正に伴い、条例を改正しました。

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、庇ウレタン
防水工事追加などに伴い、513万4,320円を増額し、
１億8,803万9,880円で請負変更契約をすることが可
決されました。

▲深良中学校

特集１

市議会12月定例会
条例改正や補正予算など19議案を審議

議　案
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　既定の予算総額に9,300万円を追加し、歳入歳出予
算総額をそれぞれ208億200万円としました。主な内
容は次のとおりです。

●東京2020オリンピック・パラリンピックに対する
取り組み

　▶︎オリンピック・パラリンピックPR事業
　　　オリンピック開催地となる当市を内外にPRす

るため、オリンピック・パラリンピックの公式マ
スコット「ミライトワ・ソメイティ」の自立サイ
ン、横断幕を作成し、機運の醸成を図ります。

　▶︎市道1-16号線他道路補修事業
　　　オリンピック自転車競技ロードレース（男子）

開催に伴いコースとなる市道の補修を行います。

●行財政構造改革の取り組み
　▶︎普通財産売却事業
　　　自主財産確保のため旧勤労青少年ホームの解体

工事設計および売却予定地の測量業務を行います。

●子育て・学習環境の整備
　【すべての起点となるひとづくり“共育”】
　▶︎放課後児童室運営事業
　　　放課後児童室の対象児童を小学６年生まで拡大

するため、債務負担行為の設定をします。また、
増設する放課後児童室にエアコンを設置するため、
工事の実施設計を行います。

　▶︎深良小学校放課後児童室運営事業
　　　民間事業者に委託した深良小学校放課後児童室

の運営を継続するため、債務負担行為の設定をし
ます。

●街路事業の促進
　【「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”】
　▶︎都市計画街路整備事業
　　　都市計画街路平松深良線（滝頭工区）の整備を

促進するため、債務負担行為の設定をし、代替え
用地を土地開発公社で取得します。

●小・中学校普通教室エアコン整備事業
　早急に小・中学校普通教室にエアコンを整備するた
め、エアコンリース料の債務負担行為の設定を審議し
ましたが、否決となりました。

特集 1

一般会計補正予算（第 3 回）

※イメージ

※イメージ

▲勤労青少年ホーム

一般会計補正予算（第 4 回）

市議会第２回臨時会
一般会計補正予算（第５回）

　国からの交付金を活用し、小・中学校普通教室
にエアコンを整備するため、既定の予算総額に
６億600万円を追加し、歳入歳出予算総額をそれ
ぞれ214億800万円としました。
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市内各地の魅力や情報を発信
黄色の腕章が目印

７人の方が活躍

　現在、７人の方が特派員として活動しています。
10代から70代まで幅広い年代の方が活躍しています。
特派員／渡邊 英機さん、杉本 武満さん
　中村 隆司さん、勝又 しんじさん、小林 建次さん
　鈴木 敬盛さん、原 久子さん

市の魅力を発信

　広報特派員は、市内で開催される祭りや講座などの
イベントを取材しています。黄色い腕章を付けた広報
特派員が撮影やインタビューを依頼することがありま
すので、ご協力をお願いします。取材した内容は、広
報すそのや市公式フェイスブックで掲載します。イベ
ント参加者の豊かな表
情を写した写真や市民
の皆さんに寄り添った
内容の記事を発信して
います。市の魅力をぜ
ひご覧ください。

タイムリーな情報を市民の皆さんに

　市内には、市民の皆
さんにあまり知られて
いない青少年育成団体
がたくさんあります。
このような団体の活動
を紹介したいと思い、
特派員に応募しました。
報道関係者しか立ち入
れない場所で、緊迫し

た現状や歓喜した現場の雰囲気を取材し、市民の皆さ
んに実情を報告できることに最高にやりがいを感じま
す。今後も市内の隅々まで積極的に取材に出向き、タ
イムリーな情報を提供できるよう活動していきます。

来年度の広報特派員を募集します

対象／市内に住んでいるか通勤・通学している15歳
以上（中学生を除く）の方で、デジタル一眼レフカ
メラをお持ちの方または常時使用できる状態（家族
のカメラなど）の方です。18歳未満の方は、保護
者の同意が必要です。

募集人数／10人程度
申込方法／申込用紙に必要事項を記入し、最近撮影し

たお気に入りの写真（２Ｌ版）２枚を添付して戦略
広報課に提出してください。

申込期間／２月１日㈮～28日㈭
任期／2019年４月１日㈪～2020年３月31日㈫
その他／詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧くださ

い。
市公式ウェブサイト

http://www.city.susono.shizuoka.jp/shis
ei/3/8628.html

　広報特派員は市内で行われるイベントを取材
したり、景色を撮影したりし、市内各地の魅力
や情報を広報すそのや市公式SNSなどで発信し
ます。黄色の腕章と名札を付けて活動していま
す。取材活動へのご協力をお願いします。

戦略広報課
995-1802

　特派員による活動内容は市公式
フェイスブックでご覧になれます。

小林 建次さん
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　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17人、計232人の団員が活動しています。
　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。

　災害時には消火活動を実施

　消防団の主な活動は、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。

　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。災害で出動した場合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。

特集 3

消防団員募集
災害時に地域を守る力に

　消防団は、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・安心を守るために活動していま
す。地域防災にあなたの力が必要です。一緒に大切な
街を守りませんか。 危機管理課

995-1817

 協力事業所に表示証
～社会貢献の証～

　市では、消防団協力事業所
表示制度を実施しています。
複数の従業員が消防団に入団
し、就業時間中の消防団活動
を積極的に支援している事業
所を、消防団協力事業所とし
て認定しています。消防団協
力事業所に認定されると、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
部地域局地域課（℡920-2182）へお問い合わせ
ください。

消防庁の消防団のウェブサイト
http://www.fdma.go.jp/syobodan/index.html

市公式ウェブサイト
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kuras
hi/6/8/index.html
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　平成30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。

税務課市民税係
995-1810

沼津税務署
922-1560

確定申告受付日時・会場

とき ところ
２月18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18日㈪～３月15日㈮
９時～11時・13時～16時

※土・日曜日は除く
市役所４階
401会議室

２月27日㈬
９時～11時・13時～14時

須山コミセン２階
大会議室

※市役所会場では、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。

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

自治体にした申請した方
●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31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

30年中の課税所得がある方
②平成30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。

◆◆次の方は、キラメッセぬまづへ◆◆
●平成30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29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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所得税などの確定申告２/18㈪～
市・県民税の申告も同時実施



申告に必要なもの

□平成30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
□医療費控除の明細書　※平成31年分の申告までは

領収書、高額療養費や保険給付金など補てんされた
金額が分かるものでも可（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）

●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29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。

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

いつでもどこでもインターネットで申告！

　スマートフォンやパソコンで国税庁ホームページの
確定申告書等作成コーナーから、医療費控除やふるさ
と納税による寄附金控除の還付申告などの確定申告書
が作成できます。
◆「e-Tax」ID・パスワードで簡単に申告
　確定申告書等作成コーナーで作成した申告書は、事
前に税務署でID・パスワードを取得すると、同ホー
ムページ内のe-Taxで送信（提出）できます。e-Tax
で送信する場合は、源泉徴収票などの添付書類は提出
不要です。それらの書類は自宅で５年間保管してくだ
さい。e-Taxで送信（提出）しない方は、申告書を印
刷し、郵送または直接税務署に提出してください。
※ID・パスワードの取得には運転免許証などの身分

証明書が必要です。
※これまでe-Taxでの送信にはICカードリーダライ

タが必要でしたが、e-TaxのID・パスワードで送
信する場合は不要になりました。
http://www.nta.go.jp/

申告書などにはマイナンバーの記載が必要

　所得税と復興特別所得税の確定申告書、消費税と地
方消費税の確定申告書には、マイナンバーの記載と本
人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除が変わります

　税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除の対象が
変わりました。配偶者控除・配偶者特別控除を受ける
納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合や、
配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下
の場合、前年と変わる場合があります。

税理士による無料税務相談

２月18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
●混雑の状況によっては、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。
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／深良小学校

力を合わせてペッタンコ

いじめの現状と大人の役割を解説 11月17日夜の図書館も楽しみがいっぱい 11月10日

　深良小学校で恒例のもちつき大会が行われました。５年生が地域
の方々の指導を受けながら田植え、稲刈り、脱穀と体験を重ねてき
た活動の総仕上げです。慣れない手つきできねを振るい、もちをつ
いては大喝采、臼をたたいては大笑い。つきあげたおもちはみんな
で丸め、おいしく食べました。

　市民文化センター多目的ホールで人権講演会が行われ、約120人
が参加しました。講演会ではSNSを利用した中高生のいじめの実態
や対策などについて講話がありました。参加者は盛んにメモを取り、
うなずきながら聴き入っていました。

特派員：鈴木 敬盛

　裾野市鈴木図書館で夜間特別開館ナイトライブラリーが行われま
した。この日は閉館時刻を20時30分まで延長し、参加者は懐かし
いボードゲームや映画鑑賞会を楽しみました。地下書庫の見学会で
は天井までびっしり保管されている本の量にびっくりしていました。

特派員：中村 隆司

Photograph 11・12月
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子どもたちの交通安全を願い 11月21日

　株式会社あいおいニッセイ同和自動車研究所の髙橋守種社長らが
市役所を訪れ、市内の交通安全の推進のため、大型横断旗20本と一
般用横断旗300本を市に寄贈しました。横断旗は歩行者の安全を確
保するため、市内の横断歩道に設置されます。

史跡や石造物から文化や振興を学ぶ 12月16日

　歴史探訪ウォーキング『旧街道宿場「佐野」の史跡をたどろ
う。』が西地区で行われ19人が参加しました。市役所をスタート
し大山橋や佐野八幡神社、若山牧水の歌碑などを徒歩で探訪しまし
た。参加者は鎌倉時代に発展した「佐野」について学びました。

特派員：渡邊 英機

最新鋭の高規格救急自動車を配備 11月27日

　高規格救急自動車の配車式が、富士山南東消防本部裾野消防署
で行われました。管内に住んでいる方からの寄付金で整備されたこ
の車両は、救急救命士が救命処置などを実施できるよう高度救急機
材を積載。市民の皆さんの心強い味方となります。

保育園の生活を体験 12月１日

　市民文化センター多目的ホールで第28回保育生活展が行われまし
た。参加者は各保育園の展示やおりがみ・コマづくり・おままごと・
塗り絵を楽しみました。すそのんと一緒に遊ぶ「じゃんけんぽん」で
は子どもたちの大きな声が響き、会場内は笑顔であふれました。

特派員：原 久子

Photograph 2018.12・11

コスプレで裾野の魅力を発信 12月９日

　中央公園で開催のコスプレイベントにコスプレイヤーなど約100
人が集まりました。みらい会議実行委員会がイベントを通じて市の
魅力発信を図ることを目的に企画しました。参加者はお気に入りの
景色をバックにポーズを決め、写真をSNSなどで発信しました。

生産者と消費者が交流 12月９日

　第45回農業まつりが市民文化センターで行われました。地域の農
産物や加工品の消費拡大や、生産者との交流を深めるために行われ
る市内最大の農業イベントです。晴天に恵まれ、イチゴ直売などの
人気コーナーには開始時間前から順番待ちの列ができました。

特派員：小林 建次・勝又 しんじ
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インフォメーション

Information
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　

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。

２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

市育英奨学生

貸与／４月、９月の２回（無利
子）
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

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８日㈮
学校教育課　995-1838

生涯学習センター
ホームページの活用

　生涯学習センターゆうあいプラ
ザのホームページでは、施設情報
の他、各種講座や講演などのお知
らせを随時更新しています。
　「裾野市　ゆうあい」で検索し
てください。

生涯学習センター　992-3800

佐野美術館展覧会
「REBORN　蘇る名刀」

２月24日㈰まで　10時～17時
　※入館受付は16時30分まで

佐野美術館（三島市中田町）
焼き直しという手法によって再
び命が吹き込まれた名刀にス
ポットを当てた初めての展覧会
です。国宝・重要文化財を含む
約50振の刀剣を紹介します。
佐野美術館　975-7278

　三島市文化振興課　983-2756

文化財防火デー

　どなたでも参加できます。当日
は、消防車が実施場所付近でサイ
レンを鳴らして走行します。

１月27日㈰　14時～
須山浅間神社
中学生による放水訓練、水消火
器体験、避難体験（煙ハウス）
生涯学習課　994-0145

県士業種連絡交流会
無料合同相談会

　申し込みは不要です。当日会場
に直接お越しください。

２月２日㈯　10時～15時
プラサヴェルデ４階会議室

　（沼津市大手町）
法律・登記・土地価格・境界・税
務・企業会計・労働・年金・特
許・意匠・商標などの各種相談
県司法書士会　054-289-3700

放送大学大学説明会

１月19日㈯　14時～
　２月の毎週日曜日　※時間はご

相談ください。
県立三島長陵高校（三島市文教
町）
入学の出願は３月17日㈰まで受
け付けています。
放送大学静岡学習センター

　989-1253

県立沼津視覚特別支援学校
高等部保健理療科

　社会復帰を目指す人のために、
あん摩マッサージ指圧師の受験資
格を取得するコースがあります。
入学に関する相談や、視覚障がい
に関する相談を随時受け付けてい
ます。

●両眼の矯正視力がおおむね
0.3未満の方●視力以外の視機
能障害が高度な方（視野狭窄や
複視など）●近い将来、視力が
著しく低下する恐れのある方
県立沼津視覚特別支援学校

　921-2099

10
2019.1.15



お知らせ

110番は緊急通報

　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くださ
い。緊急性のない相談や落し物の
問い合わせは裾野警察署へ連絡し
てください。

裾野警察署　995-0110

東西公民館講座展示会

　東西公民館通年講座受講生の作
品展示会を開催します。受講生約
100人の作品展示をご覧ください。

１月26日㈯・27日㈰
　10時～16時

東西公民館会議室
出展講座／絵手紙・華道Ⅰ・華道

Ⅱ・鎌倉彫・書道A・書道B
駐車場に限りがあるため、市役
所駐車場または公共交通機関を
ご利用ください。
東西公民館　992-6677

地籍調査の成果の閲覧

　久根・深良の一部地区の地籍調
査の成果の閲覧を下記の日程で開
催します。対象者には案内状を送
付しますので、期間内に成果の確
認をお願いします。

１月21日㈪～２月12日㈫
　※２月９日㈯・10日㈰は休み

市役所２階建設管理課　※土・
日曜日、祝日は市役所１階市民
相談室南側

対象地区／久根（字野田、篭田の
各一部）、深良（字舞台、震橋、
横田、踏形、三反庄、扇間）

　※平成28年度に現地立会を実
施した地区
建設管理課地籍調査係

　995-1859

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。匿名で参加できます。

２月16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

J-ALERT の
全国一斉情報伝達試験

　地震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-ALERT）を用いた情報伝達
試験を全国で行います。

２月20日㈬　11時～
広報無線と屋外スピーカーから
チャイム音と試験音声を放送し
ます。
危機管理課　995-1817

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１日㈮ 生涯学習セン
ター

須山 ２月５日㈫ 須山コミセン

東 ２月６日㈬
生涯学習セン
ター西 ２月 13 日㈬

富岡 ２月 14 日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

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28日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
２月14日㈭

国保年金課　995-1813

依存相談

　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

とき ところ
２月７日㈭・
21日㈭・25
日㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

２月６日㈬
東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津
市高島本町）

時間はいずれも13時～16時
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

第 12 回
寒の土用うなぎまつり

　三島ブランドである「三島うな
ぎ」を広くPRし、「寒の土用丑
の日」普及のためのイベントです。

１月25日㈮　10時～12時30分
三島商工会議所（三島市一番
町）
三島うなぎ旗挙げ弁当や箱根西
麓三島野菜の販売、お楽しみ抽
選会などを開催します。
三島商工会議所　975-4441

　三島市商工観光　983-2655
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Information
インフォメーション

不動産無料相談会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

２月14日㈭　13時30分～15時
30分
プラサヴェルデ402会議室

相談員／土地家屋調査士、建築士、
宅地建物取引士など
全日本不動産協会静岡県支部

　054-285-1208

シルバー植木剪定講座

２月27日㈬　10時30分～14時
市民文化センター36会議室
60歳以上の市内在住の方
10人

講師／小野博正さん（職業訓練指
導員）
植木剪定（基礎）、座学、実技
指導
２月15日㈮
木ばさみ、剪定ばさみ、のこぎ
り、筆記用具、昼食、剪定作業
のできる服装

市シルバー人材センター事務
局　993-5914

駐屯地モニター

　富士学校の実施する各種訓練・
行事の状況について、意見や感想
をもらいます。

●裾野市または御殿場市、小山
町に住んでいる20歳以上70歳
未満の健康な方●自衛隊や防衛
問題に関心があり、公正で建設
的な意見を述べることができる
方
５人
２月８日㈮

陸上自衛隊富士学校広報班　
0550-75-2311

劇団たんぽぽ公演と
在宅医療介護講演会

２月11日㈪　13時30分～
　開場▶︎13時

市民文化センター大ホール
講演会／裾野市の在宅医療の現状

について
演劇公演／ゆずり葉の季節（はる）

前売り▶︎1,500円、当日▶︎
　1,800円、学生一律▶︎1,000円
チケット取り扱い／劇団たんぽぽ

ホームページ、市民文化セン
ター、御殿場市民会館、小山町
総合文化会館、チケットぴあ、
セブンイレブン
介護保険課　995-1821

金融講座

　くらしの中の金融について学び
ませんか。

２月15日㈮　13時30分～15時
30分
生涯学習センター学習室２
50人（先着順）

テーマ／自然災害・事故に備える
火災保険の加入・見直し術

講師／平野雅章さん（ファイナン
シャルプランナー）

産業振興課　995-1857

自動販売機の設置者

　美化センターに自動販売機を設
置する事業者を募集します。

県内に本店または、支店、営業
所を有する法人か県内に居住し
業を営んでいる個人など
美化センター管理棟玄関（屋外） 

貸付面積／幅1.9m×奥行1.0m×
高さ2.2m（１台あたり）　

　※使用済容器回収箱の設置分な
ども含む

販売品目／清涼飲料水
　※災害対応の自動販売機に限る
台数／１台
設置期間／４月１日㈪から３年間
選定方法／制限付一般競争入札

美化センターに必要書類を直接
提出してください。※募集要領
などは市公式ウェブサイトから

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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お知らせ

ダウンロード可
１月21日㈪～２月15日㈮

　※土・日曜日、祝日を除く
美化センター　992-3210

女性の健康週間
市民公開講座

３月９日㈯
プラサヴェルデコンベンション
ホールＢ（沼津市大手町）
300人（先着順）

【講演】
14時～14時50分

テーマ／女性が健やかに生きるヒ
ント～更年期を上手く乗り切る
コツ～

講師／鈴木美香さん（聖隷健康サ
ポートセンターshizuoka所長、
静岡県立大学客員教授）

【トークショー】
15時20分～16時

テーマ／女性の健康なんでも相談
～大学教授がお答えします～

講師／金山尚裕さん（浜松医科大
学副学長・医学部附属病院病院
長）

【無料体験コーナー】
13時～14時、14時50分～15
時20分
● 骨 密 度 測 定 ・ 乳 房 セ ル フ
チェック●栄養相談・歯科相談
（スマイルチェック）●塩分濃
度体験（ソルセイブ）●肌年齢

測定●足指力測定●こころの
チェック●POLAハンドマッ
サージ

【ソイチェック無料体験（エク
オール産生能測定体験）】

14時50分～15時20分
10人（会場で抽選）
参加を希望する方（無料体験を
含む）は、はがきまたはファク
スで次の内容を明記し、送付し
てください。

　●内容▶︎住所、氏名、電話番号、
参加人数、トークショーの質問
事項
３月１日㈮
健康推進課　992-5711

　静岡産科婦人科学会事務局
　054-266-4440

054-253-4222
〒420-0856　静岡市葵区駿府
町１番70号 県総合社会福祉会
館４階

２月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

３日㈰ ㈱駿東管工
☎︎992-5728

９日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎︎997-0701

10日㈰ ㈱小島屋商会
☎︎998-0019

11日㈪ 髙橋設備
☎︎993-1336

16日㈯ パイピング横山
☎︎992-3329

17日㈰ 鈴木住宅設備
☎︎993-3901

23日㈯ ㈱中川商店
☎︎993-1555

24日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎︎997-2704

データバンク
１月１日現在

18日㈪～ 確定申告

23日㈯ 富士山の日
すそのんお誕生日会2019

２月　カレンダー

人　口　52,001人	 （−166人）
　男　　26,379人	 （−126人）
　女　　25,622人	 （−40人）
世　帯　21,628世帯（−102世帯）
内、外国人	 732人	389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
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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

２月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

2 ㈯ 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 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

3 ㈰

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

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

江川
さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

4 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

5 ㈫ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 青木整形外科医院 922-0521 高島町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 よざ小児科医院 967-5722 原

7 ㈭ 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

8 ㈮ やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

9 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 静岡医療センター 975-2000 長沢 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

10 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

旭医院 966-0031 原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

白石医院 951-4593 市道町 白石医院 951-4593 市道町

11 ㈪

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

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
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

２月前期

12 ㈫ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

13 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

15 ㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 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

3 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

10 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

伏見歯科医院
972-3040 伏見

11 ㈪ 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

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

勝又歯科医院
989-4726 上土狩

裾野市　 三島市　 沼津市　 長泉町　 清水町
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一般書

●風と行く者　守り人外伝
作：上橋菜穂子　絵：佐竹美保
偕成社（偕成社ワンダーランド「守り人」シリーズ）

●オリンピックのおばけずかん　ビヨヨンぼう
作：斉藤洋　絵：宮本えつよし　講談社（どうわがいっぱい　128）

●転校生は忍者？！
作：もとしたいづみ　絵：田中六大　佼成出版社（こころのつばさシリーズ）

●トンネルの向こうに
作：マイケル・モーパーゴ　訳：杉田七重　小学館

●星のひとみ
絵：せなけいこ　文：石井睦美　KADOKAWA

●草々不一
著：朝井まかて　講談社

●怪盗インビジブル
　INVISIBLE the phantom thief
著：行成薫　講談社

●人生のピース
著：朝比奈あすか　双葉社

●炎の色
著：ピエール・ルメートル
訳：平岡敦　早川書房

●そこにいるのに
著：似鳥鶏　河出書房新社

児童書

●２月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 ９日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分～ 本館２階視聴覚室

ファーストブック・セカンドブック
 20日㈬  ９時～12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 27日㈬ 13時～16時 本館２階展示室・文化センター図書室

親子ふれあいデー
 ６日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 14日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 22日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

科学遊び教室
 16日㈯ 13時30分～15時30分  東西公民館 

親子おはなしの会
 19日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ビブリオバトル（4 回目）
 23日㈯ 14時～15時 本館２階展示室

●書き初め展
１月30日㈬～2月10日㈰　本館２階展示室

新刊おすすめ本

２月の休館日 ４日㈪・12日㈫・18日㈪・25日㈪
28日㈭

川﨑 一
か ず と

翔くん
（３歳・御宿新田）

永井 朝
あ さ ひ

陽くん
（１歳８カ月・御宿新田）

米山 優
ゆ う な

菜ちゃん
（２歳６カ月・伊豆島田）

亀田 莉
り お な

央奈ちゃん
（１歳11カ月・御宿台）

田村 愛
め い こ

衣子ちゃん
（２歳・トヨタ）

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.sus
ono.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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1 月 5 日 親子わいわい広場で正月あそび
鈴木図書館２階展示室

今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



３年間で６億5,000万円の歳出抑制
集中対策期間／2019～2021年度

取り組み１　
市民サービス（市の事務事業）の見直し
公共交通サービスの見直し
●自主運行バス運行委託事業　▶︎減額（2021年度）
　利用率の向上を図り、利用率が上がらない場合に見

直しを行います。

●裾野駅循環バス運行事業（すそのーる） ▶︎廃止
（2021年度）

　路線の見直しを含め利用者増を図り、利用者数、利
用率が上がらない場合に廃止します。

●定時定路線型タクシー（東急線） ▶︎廃止（2021年
度）

　路線の見直しを含め利用者増を図り、利用者数、利
用率が上がらない場合に廃止します。

子育て・教育サービスの見直し
●高校生等医療費助成事業　▶︎減額（2021年度）
　県事業へ移行するため見直しを行います。

●チャイルドシート補助事業　▶︎廃止（2019年度）
　着用義務における周知目的の達成に伴い廃止します。

高齢者サービスの見直し
●敬老会事業　▶︎廃止（2019～2021年度）
　祝品の見直し、式典催事など段階的に廃止します。

●在宅高齢者食事サービス事業　▶︎廃止（2021年度）
　民間サービスの充実に伴い廃止します。

●紙おむつ等購入費助成事業　▶︎減額（2019年度）
　支給基準などの見直しを行います。

●高齢者医療費助成事業　▶︎廃止（2019年度）
　激変緩和措置における目的の達成に伴い廃止します。

住宅関係サービスの見直し
●新エネ機器等（防災・減災対応型）導入補助事業　

▶︎減額（2019年度）
　過去の補助実績に合わせて見直しを行います。

●住宅建設等促進事業　▶︎減額（2019年度）
　３世代同居の促進に向けた制度に見直しを行います。

　当市は、先人の弛まぬ努力による企業誘致の恩恵
を享受し、今日まで安定した財政運営を進めてきま
した。リーマンショック以降の経済状況や目前に迫
る法人関係税制の改正による法人市民税率の引き下
げ、立地企業の生産拠点の集約化など、市税を中心
とした歳入はさらに減少傾向で推移することが予測
されます。一方、「女性の社会進出」「女性の活
躍」に伴う保育需要、社会全体で子育てを支援する
施策などの少子化対策費や、高齢化に伴う扶助費な
どの伸びに加え、多様化する市民ニーズに対応する
ための物件費などで、歳出は増加傾向にあります。
　これまでは、急激な市民サービスの低下を避ける
ため、財源の不足分は財政調整基金（市の貯金）か
ら毎年約9億円程度の取り崩しで賄い、収支均衡を
図ってきました。今後も歳入増加が見込まれない中

で従来の歳出構造を続ければ、災害など非常事態に
対し備えている財政調整基金が5年後には枯渇する
見込みとなっています。今こそ、抜本的な歳出構造
の見直しを行い、将来に備えなくてはなりません。
　行財政構造改革の取り組みは、持続可能な財政運
営のために必要不可欠です。限られた財源の中でも、
最大限の努力で、必要とされる市民サービスが継続
できるよう努めますが、身の丈にあった歳出レベル
とするためには、これまでの市民サービスを縮小す
ることや中止するなどの厳しい判断も必要となりま
す。当市の持続的発展のため、市民の皆さまには行
財政構造改革の取り組みについて、何卒ご理解、ご
協力をお願いします。

裾野市長　髙村謙二

歳出構造を抜本から見直し、将来への備えを
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特集１

市の持続的発展のため
行財政構造改革に取り組みます



施設の運営の見直し
●市営キャンプ場事業　▶︎廃止（2019・2020年度）
　社会教育施設としての役目を終えたため閉鎖します。

●市立水泳場　▶︎減額（2020年度）
　老朽化の進行で、休場も含め見直しを行います。

●富士山資料館　▶︎減額（2021年度）
　一部耐震性能が劣るため、休館も含め見直しを行い

ます。

その他事業の見直し
●ヘルシーパーク無料利用券交付金事業　▶︎廃止

（2019年度）
　施設利用の促進を図る目的の達成に伴い廃止します。

●広報紙発行事業（月１回）　▶︎減額（2019年度）
　紙面の工夫・充実を行い、月１回の発行にすること

で区長の負担軽減を図ります。

●市政カレンダー配布事業　▶︎廃止（2021年度）
　広告掲載収入、民間との協働制作など検討を行い、

代替財源の確保ができなければ廃止します。

取り組み2　
その他の取り組み
経費削減の取り組み
●職員などの旅費の削減
●改善活動による庁内経費の抑制
●工事など入札差金の予算執行保留（他事業への予算

流用の禁止）

市有財産の有効活用の取り組み
●市有地や市有バスなどの売却

歳入増加の取り組み
●ふるさと納税促進（返礼品目数の充実）

◆行財政改革の取り組みの詳し
い内容は、市公式ウェブサイ
トをご覧ください。

どうして？ どうなるの？
問どうして歳入は減少していくのですか？
答主な歳入である市税、特に企業からの法人市民税な

どが減収となっているからです。税制改正に伴い、
リーマンショック前には12.3％だった法人市民税
率は、現在では9.7％、来年度からは6.0％となりま
す。もし、企業業績がリーマンショック前の水準に
戻ったと仮定しても、税収は半分以下しか見込めな
いこととなります。ピーク時と比較しては約35億
円の税収減となっています。

問どうして今見直すのですか？
答税収は減っています。緊急時に使うための財政調整

基金（市の貯金）の残高は、近隣市町に比べても遜
色ありませが、来年度以降さらなる法人市民税率の
軽減も予定されています。歳入の大きな増加は見込
めない以上、今ここで歳出構造を改めないと、数年
後には基金が底をついてしまいます。今こそ、歳出
構造（市民サービス）を、歳入レベル（身の丈）に
合わせる必要があると判断しました。

問行政サービスの見直しは決定ですか？
答市の方針は決定しました。この方針に基づいて来年

度以降の予算案を編成し、市議会で審議されること
となります。

問市民の税金が上がることはあるのですか？
答市が独自に税率を見直す考えは、今のところありま

せん。受益者負担の適正化の観点から、サービスに
見合った使用料・手数料への見直しは行っていきま
す。国の制度（地方税法）改正に合わせて、市税条
例を改正することはあります。

問３年間の歳出抑制目標額は？
答６億5,000万円です。毎年度予算編成で約９億円の

財政調整基金を取り崩し、決算で約２億5,000万円
の積み立てを行っています。差額の６億5,000万円
は、国・県からの補助金などを除いた歳入で確保す
る必要があります。今後、市税などの歳入の増収が
見込めないため、歳出の抑制を行うことで、歳入歳
出を均衡化し、財政調整基金を取り崩さなくても財
政運営ができるようになります。

問人口減少や高齢化が進んだら市の財政はさらに苦し
くなるのですか？

答今年度の当市の財政力指数は約1.0です。税収が減
少し、1.0以下の財政力になると、不足分について
は、国から交付税が措置されます。財政力指数1.0
の現時点での身の丈にあった市民サービスに見直し
ておけば、理論上、どのような税収状況となっても、
持続的発展に備えることができます。

行政課
995-1807
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すそのん
お誕生会　　

２月23日土
市民文化センター

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）

ペコちゃん
（不二家）

おおまぴょん
（長野県大町市）

とち介
（栃木県栃木市）

すそのん
（裾野市）

うなも
（うなぎいも協同組合）

しまねっこ
（島根県観光連盟）

ぽすくま
（日本郵便）

みきゃん・ダークみきゃん
（愛媛県）

なんすん
太陽リィ・美味リィ
（JAなんすん）

さ　  ん み　  み

2019

　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盛大にお誕生日を
お祝いします。子どもたちのための体験型アトラクションや子育て世代を応援す
るハンドメイド市“すそのんマルシェ”など、家族で楽しめるイベントが盛りだ
くさんです。

スケジュール
とき／2月23日㈯　10時～14時
ところ／市民文化センター
9:30 開場・受付・各ブースオープン
 ●キャラクターPRブース●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”

10:00 オープニングセレモニー
10:30 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

13:00 おたのしみ抽選会
13:30 グランドフィナーレ

特別出展自転車体験ブース（静岡県）
　東京2020オリンピックの自転車競技の静岡県
開催が決定。競技の魅力を体感できるバーチャル
体験ブースです。

すそのんファンクラブ　会員受付中
　「すそのんが大好き！」「裾野市が好き！」な
方ならどなたでも入会できます。
【入会方法】
①シビックプライド推進室で用紙に記入
②市公式ウェブサイト専用フォームから申し込み
③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

シビックプライド推進室
995-1803
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  富士山資料館無料開放・絵手紙体験コーナー
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
絵手紙体験コーナー
　富士山を題材に絵手紙を作ります。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（県環境学習指導員）

富士山資料館　998-1325

第７回富士山芸術展
　市内の芸術・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13日㈬～28日㈭　９時～17時　
　※初日は13時から、

　最終日は15時まで
生涯学習センター
生涯学習課

　994-0145

「富士山の日」記念講演会
　記念講演会を開催します。

２月22日㈮　19時～　※開場▶︎18時30分
生涯学習センター

演題／地球システムの一場面“富士山”
講師／北垣俊明さん（奇石博物館副館長）

196人　※定員に達しなかった場合、当日受付可
生涯学習課　994-0145

わがまち富士山写真展・
ワークショップ「富士山ポスト」

　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８回わがまち富士山写真展

２月16日㈯～24日㈰　９時～19時
清水町地域交流センター展示ホール（清水町堂庭）

ワークショップ「富士山ポスト」
２月17日㈰、23日㈯　11時～15時
清水町地域交流センター休憩コーナー（清水町堂庭）
富士地区観光協議会（清水町産業観光課）

　981-8239
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　駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む皆さんが掛け金を出し
合い、交通事故でけがをした方に見舞金を支給する相互扶助制度で
す。交通災害の程度に応じて見舞金が支給されます。

危機管理課
995-1817

対象は市に住民登録がある方

　市に住民登録がある方なら、どなたでも加入できま
す。加入者が年度途中に他市町へ転出した場合でも共
済期間中は有効です。

共済期間は１年間

　共済期間は、2019年４月１日㈪から2020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2020年３月31日㈫ま
でです。

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

事故に遭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ず、
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。

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。

見舞金額が改定されます

　見舞金額は、入院・通院の実治療日数で決まります。
2019年度から支給される見舞金額が一部拡充されま
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 100万円 200万円
２ 90日以上の入院 20万円 40万円
３ 60日以上の入院 10万円 20万円

４ 90日以上の治療
または45日以上の入院 ７万円 14万円

５ 60日以上の治療
または30日以上の入院 6万円 12万円

６ 30日以上の治療
または20日以上の入院 ５万円 10万円

７ 15日以上の治療
または10日以上の入院 ４万円 ８万円

８ ７日以上の治療
または５日以上の入院 ３万円 ６万円

９ ２日以上の治療 ２万円 ４万円

※太字の部分はこれまでより拡充されます。
※2019年3月31日㈰までに発生した事故に関する見

舞金は改定前の金額となります。

交通事故相談をご利用ください
　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　※閉庁日を除く
市役所１階市民相談室
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駿東地区交通災害共済に加入しませんか
交通災害に応じて見舞金を支給、見舞金額が改定されます



日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 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　

市指定給水装置工事
事業者の指定

　次の事業者を指定しました。
●エネリア東部東株式会社

長泉町下土狩396-22
TEL 998-0020

上下水道工務課　995-1834

シルバー生きがい教室
作品展示会

　竹細工、布手芸、籐工芸、編み
物の４教室で製作した作品を展示
します。

２月23日㈯　10時～16時
　２月24日㈰　９時～12時

市役所地下多目的ルーム
シルバー生きがい教室の生徒に
よる作品の展示
社会福祉課　995-1819

しずおかジョブステーションが
就職活動を応援

　県の就職支援機関「しずおか
ジョブステーション」では、自己
分析から応募書類の書き方、面接
練習まで就職活動をサポートしま
す。気軽にご利用ください。
●しずおかジョブステーション東部
利用時間／９時～17時
休館日／土・日曜日、祝日、年末

年始
沼津市大手町1-1-3　沼津商連
会館ビル２階（東部県民生活セ
ンター内）
しずおかジョブステーション東部

　951-8229

児童手当の支給

　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 ) ▶︎1 5 , 0 0 0 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

支給日／２月８日㈮　※６月､10
月､２月の10日が基本支給日

支給方法／指定口座に振込
当市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。
子育て支援課　995-1841

お知らせ

Information

東京2020に向け、国道469号に矢羽根を設置
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、市内が
自転車競技ロードレース（男子）のコースの一部となります。沼津
土木事務所では１月から、国道469号で矢羽根型路面表示（通称：
矢羽根）を設置する工事を始めました。
  矢羽根は、自転車の安全で快適な走行空間を創出するために車道
上に設置する青色の路面表示
です。矢羽根には、自転車の
走行位置を示し、ドライバー
へ自転車の走行を注意喚起す
る役割があります。矢羽根は
車道の一部のため、車両も矢
羽根の上を走行できます。

沼津土木事務所工事
　第１課　920-2215

矢羽根整備事例（沼津市）

矢羽根整備区間（県管理）
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インフォメーション

Information

英語スピーチコンテスト
日本語スピーチ

　中学生や外国人の発表をお聴き
ください。

２月９日㈯　13時30分～16時
生涯学習センター
市内中学校の代表生徒による英
語スピーチ、外国人による日本
語スピーチ、昨年夏に姉妹都市

オーストラリアのフランクスト
ン市に短期派遣された小・中学
生の体験発表
海外友好協会　993-9695

富士山の日記念
無料法律相談会

２月25日㈪～３月１日㈮
　10時～12時、13時～17時

県東部法律会館（沼津市御幸町）
法律に関する相談を受けます。

県弁護士会沼津支部
　931-1848

障害者就職面接会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

２月13日㈬　13時～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）

参加企業／沼津・三島地域の約
60社
就職を希望する障がい者の方と
企業との個別面談形式による面
接を行います。
履歴書（複数枚）、障がい者手
帳など
ハローワークなど支援機関の相
談コーナーも設置します。
ハローワーク沼津　918-3713
932-0489

市史関連刊行物無償配付

　希望する方に市史関連刊行物を
無償配付します。
配付期間／２月14日㈭～12月27

日㈮
生涯学習センター
市内に住んでいるか通勤・通学
している方または市内の事業所

配付物／裾野市史研究第３～13
号、湯山半七郎日誌、代脳録 
愛鷹山民有請願日誌、勝又半次
郎絵日記、葛山の民俗、葛山居
館跡遺構確認調査概報、富沢の

　民俗、裾野の石造物（上・中・下）
申込書に必要事項を記入し、提
出してください。
生涯学習課　994-0145

市政カレンダーの記載内容変更
　天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法
律が施行されたため、市政カレンダーの記載内容が変更になりまし
た。
　４月30日㈫、５月１日㈬・２日㈭、10月22日㈫は休日になりま
す。それに伴い、次のとおり変更になりました。
広報すその５月号の発行日／４月26日㈮
４月の税金・料金の納期限／５月７日㈫
資源ごみ収集／５月１日㈬は行いません。
施設の休館日（変更になった施設のみ記載）
【４月】
富士山資料館▶︎１・８・15・22日
せせらぎの湯▶︎６・13・20・27・29・30日
【５月】
鈴木図書館▶︎１・２・７・13・20・23・27日
東西公民館▶︎１・２・７・13・20・27日
せせらぎの湯▶︎１～６・11・18・25日
【10月】
富士山資料館▶︎７・15・21・23・28日
南・北児童館▶︎７・15・16・21・23・28日
せせらぎの湯▶︎５・12・14・19・22・26日

４月・５月・10月の変更後のカレンダーは、市公式ウェブサイ
トに掲載しています。印刷してご利用ください。各施設の休館日
については、それぞれにお問い合わせください。
戦略広報課　995-1802
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi/3/9255.html
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お知らせ

生活環境課
995-1816
美化センター

992-3210

生活環境課
995-1816

不法投棄は犯罪です
　家庭ごみなどの不法投棄は周辺環境の悪化や近隣へ
の迷惑となります。家庭で出たごみは、指定された日
に各地区で定められた場所へ出しましょう。
　他人の土地や道路、河川に捨てた場合は、懲役刑や
罰金が科される場合があります。市では不法投棄の予
防策として、不法投棄されやすい場所を中心に、定期
的にパトロールを実施しています。
　不法投棄をされないように、普段から草刈りや囲い
をするなどして土地の管理を行いましょう。

不用になった家電などの処分に
「無許可」の回収業者を利用しない
　不用な家電などの家庭ごみを収集するには、市の一
般廃棄物業許可や委託が必要です。無許可の回収業者
に引き渡しをすると、
不法投棄、不適切な
処理など正しい処理
がされない恐れがあ
るため利用しないで
ください。

　 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
　犬は、生後90日を過ぎ
ると登録が必要です。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。

　 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生きていくことができます。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。
●不妊去勢手術補助（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、不妊・
去勢の手術をしましょう。市では不妊去勢手術の補助
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が必要です。

　 飼い主のいない猫への
　 安易な餌やりがトラブルに

　エサ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。猫に餌を与えるときは、猫の去勢・不妊手術をし、
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。

　山林や道路わき、空き地などへの不法投棄が絶えません。「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。

　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。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。

ご み の 処 理  － 不 法 投 棄 は 犯 罪 －

ペットの飼育 －ペットと豊かに暮らすために－
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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（空き家・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

みんなで子育フェスティバル

２月16日㈯　10時～15時
市民体育館
未就学児～小学校低学年とその
保護者
子育て中のママたちによるワー
クショップ、大阪教育大学准教
授の小崎恭弘さんによるセミ
ナー、子ども体操、絵本・児童
書コーナー、保健師による赤
ちゃんの身長・体重測定など
子育て支援課　995-1841

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21日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年２月２日～３月１日
に生まれた方
対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

防災講演会

　地震や火山などによる災害に備
えるため、その災害について正し
いイメージを持ちましょう。申し
込みは不要です。

２月14日㈭　19時～20時30分
市民文化センター多目的ホール
80人（先着順）
富士山の内部から山頂までを対
象とした研究と防災対応の最新
動向を学びます。
富士山の火山噴火とその災害
吉本充宏さん（山梨県富士山科
学研究所火山防災研究部主任研
究員）
ふじのくに地域・大学コンソー
シアム大学連携講座です。
危機管理課　995-1817

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
美術展を開催します。県内で働く
方の作品を募集します。

２月25日㈪～３月15日㈮
絵画、書、写真、手工芸、コン
ピューターグラフィックなど
所定の申込書に必要事項を記入
の上提出し、作品を３月29日
㈮までに労働金庫本店・支店、
全労済県本部、各共済ショップ、
県労働者福祉協議会にお持ちく
ださい。

展示期間／４月10日㈬～14日㈰
展示場所／グランシップ展示ギャ

ラリー（静岡市駿河区東静岡）
県労働者福祉協議会

　054-221-6241

第三次市子ども読書活動推進計画（案）に
対する意見を募集
　子どもの読書活動の推進を図るため「第三次市子ども読書活動推
進計画」の策定を進めています。市民の皆さんから、計画（案）に対
する意見を募集します。
計画（案）の公表場所／市公式ウェブサイト、市役所１階情報公開

コーナー、各支所、鈴木図書館、市民文化センター図書室
意見が提出できる方／市に住民登録がある方や市内に通勤・通学す

る方、市内に事業所がある個人や法人
公表場所にある募集要項をご覧になり、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などで提出してください。
２月14日㈭　※郵送の場合は、最終日の消印有効
鈴木図書館　992-2342

パブリックコメント
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お知らせ

地域地震防災指導員

　救急法、消火訓練、防災知識の
普及などの防災訓練指導、資機材
の点検、交流会などを行い、自主
防災会の育成、指導、活性化を図
る地域地震防災指導員を募集しま
す。
任期／４月１日㈪～３年以上

20歳以上の方
若干名
２月22日㈮

危機管理課　995-1817

県消費生活相談員
人材バンク登録者

　県や市町の消費生活センターな
どの消費生活相談員として勤務を
希望する方の登録を募集していま
す。

消費生活専門相談員や消費生活
アドバイザー、消費生活コンサ
ルタントの資格がある方または、
消費者安全法に基づく消費生活
相談員資格がある方
県公式ホームページから登録申
出書をダウンロードし、必要事
項を記入の上、保有する資格証
のコピーを添付して、県くら
し・環境部県民生活課へ郵送し
てください。 
相談員候補者の募集のため、就
職先を保証するものではありま
せん。
県くらし・環境部県民生活課

　054-221-2175
〒420-8601　静岡市葵区追手
町9-6 
https://www.pref.shizuoka.
jp/kenmin/km-110/soudan
in.html

駿東地域職業訓練センター
３月講座

●特別教育・安全衛生教育▶︎携
帯用丸のこ盤安全衛生教育、粉
じん作業特別教育●技能講習▶︎
ボイラー取扱技能講習●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、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、
夜間アクセス基礎、夜間パワー
ポイント基礎、夜間イラスト
レーター基礎●カルチャーコー
ス▶︎アロマ教室、手作り木綿ぞ
うり教室、フラワーアレンジメ
ント、絵画教室、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

市民まちづくり講座

市民活動センターへ名前・住所・電話番号・講座名を電話または
ファクス、メールで連絡してください。
各開催日前日
市民活動センター　950-8875
992-4047　 scenter@machitera.jp

●『仲間とこんなことやりま
した！』取組事例発表会

　地域活動・市民の取り組みに
興味のある方は、ぜひ観覧して
ください。

２月16日㈯
　13時30分～16時30分

市民文化センター展示室 
50人（先着順）
市民まちづくり講座を通じて
学んだ参加者が４つのテーマ
（裾野の民話／子どもと一緒
に／公園マップ／オセロを楽
しむ）に分かれ、実際に地域
の中で活動に取り組んでいま
す。その経過を発表します。
山ノ内凛太郎さん（ワーク
ショップデザイナー、ファシ
リテーター）

●情報発信セミナー
　『LINE＠を使って自分達

の活動を伝えよう』
３月１日㈮

　18時30分～20時45分
市役所地下多目的ルーム
地域活動や市民活動を情報発
信したい方
50人（先着順）
企業やブランドの魅力を発信
するためのさまざまな機能が
備わったLINE＠を、地域や
市民活動の情報発信にも活用
します。幅広い年齢層が利用
するLINEの強みを生かして
情報を届けます。後半はプレ
スリリースの方法や市民活動
センターの活用についてお伝
えします。
LINE Pay株式会社事業開発
室戦略チーム
２月４日㈪～

11
2019.2.1



インフォメーション

Information

食品輸出のための
商談スキルセミナー

　日本食品の海外販路拡大を支援
するため、食品輸出のための商談
スキル向上を目的としたセミナー
をワークショップ形式で開催しま
す。

２月20日㈬
　13時30分～15時30分

御殿場市役所東館２階202・

203会議室（御殿場市萩原）
20人（先着順）
商談会に参加する方法、商談に
向けての事前準備、商談の進め
方、商談後のフォローアップな
どを学びます
食品スキルのための商談スキル
－商談成約に向けてすべきこと－
杉本寛保さん（ジェトロ名古屋
アドバイザー［農水産物・食品
輸出］）
ジェトロ静岡ホームページ内の
イベント情報ページから「お客
様情報登録」を行い、申し込み

フォームに必要事項を入力し、
お申し込みください。　※原則
として申し込みはホームページ
から受け付けます。難しい場合
は、所定の申込書でお申し込み
ください。
２月14日㈭
ジェトロ静岡　054-352-8643
https://www.jetro.go.jp/sh
izuoka/

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room

Q インターネットの通信販売の広告にお試し価
格の化粧品が載っていた。安かったので１回だ

け試すつもりで注文したが、翌月も化粧品が送られて
きた。広告を確認したら「４回以上の定期購入が条
件」と書かれていた。解約したい。

Ａ 化粧品・健康食品などの定期購入で返品・解
約ができないというトラブルが起きています。

「定期購入と知らずに申し込んでしまい、解約したい」
と伝えたが「定期購入のためできない」と言われたと
か、販売事業者と連絡がつかないという相談が増えて
きています。インターネット通販をはじめ通信販売には、
クーリング・オフ（無条件解約）の制度はありません。
通信販売の広告を見る場合は、商品のイメージや価格
だけではなく、契約条件や解約・返品ルールをよく確
認しましょう。困ったときにはすぐに消費生活センター
へご相談ください。

未然に防ごう、通信販売のトラブル!!
　今、通信販売のトラブルが増えています。ちょっ
と気をつければ防げるトラブルはたくさんあります。
通販にはクーリング・オフがない代わりに、返品・
交換などの販売条件を明記することになっています。
通信販売を申し込む前に次の点に注意しましょう。
①「定期購入が条件となっていないか」など購入条

件を確認する。
②「解約・返品できるかどうか」など解約条件を

しっかり確認する。
③事業者に連絡をした記録を残しておく。
④代金前払いはできるだけ避ける。
⑤商品が届いたら、壊れていないか、注文した商品

か、すぐに確認する。

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

消費生活センター 995-1854

Center News

12
2019.2.1



Health

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

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。

健康推進課

  992-5711

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

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

13日㈬
９:00〜９:15

平成30年８月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫
13:00〜13:30

平成29年７月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭
13:00〜13:15

平成28年８月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00〜13:30

平成28年１月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　5日㈫※ 17:00 〜 19:45
12日㈫※  9:00 〜 11:30
19日㈫　 13:00 〜 15:30
27日㈬※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

２月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土

内科 整形

整形 内科 内科 外科 内科 整形 内科

整形 内科 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 外科 内科 整形 外科

整形/内科 整形 内科 内科 内科
※24日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

１

8

15

22

2

9

16

23

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
４・18・25日㈪
9:00〜10:30

身体測定や育児など
の相談を希望する方

母子食事
健康相談

25日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

22日㈮
18:00〜18:30 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

寄り道
試食会※

26日㈫
10:00〜11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方
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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

２月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈰

清水館医院 993-2323 茶畑 西方外科医院 921-1333 共栄町

おおい神経内科 922-8886 北高島町 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 972-3223 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下

18 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈫ あそうクリニック 929-7575 筒井町 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

20 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈭ 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

22 ㈮ 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 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

23 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

24 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 よざ小児科医院 967-5722 原

林医院 931-1120 住吉町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

２月後期

25 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

26 ㈫ 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

27 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 えがわ医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

28 ㈭ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

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 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

聖隷沼津病院
952-1000 松下

会田歯科医院
972-0418 卸団地

24 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

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

栗田歯科医院
986-1667 下土狩

裾野市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

●救急協力医の変更／２月10日㈰の歯科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：伏見歯科医院▶変更後：スマイル歯科医院（997-1610　 深良）
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江戸時代の飢饉

　江戸時代、享保・天明・天保の三大飢
き

饉
きん

がありま
した。享保の飢

き
饉
きん

は虫害と冷害が原因で、天明の飢
き

饉
きん

は浅間山の噴火による降灰と冷害が原因でした。
天明の飢

き
饉
きん

では死人の肉を食べたという記録も見え
ます。このため飢

き
饉
きん

に備えて穀物を蓄えるようにな
り、「覚」は囲米(籾

もみ
)を受け取ったという証文です。

　天保の飢
き

饉
きん

について、須山村名主五郎治が詳細な
日記を残しています。主な内容は、「1836年4月
から雨が続き粟

あわ
・稗

ひえ
が大水で流され、麦も実入りの

時の雨で駄目になりました。8月には激しい潮風の
ため、晩稲・大根が被害を受けました。甲州では騒
動が発生し、周辺の大名家から軍勢が出ました。須
山村では37軒110人が飢え人となりました。11月
に女子の捨て子があり、世話をしましたが死んでし
まいました」です。

森高千里「この街」TOUR 2019

　1998年以来の全国ツアー‼　皆さんぜひ遊びに
来てください。
と　き／４月27日㈯　17時30分～　※開場▶︎17時
ところ／大ホール
料　金／全席指定  8,640円（税込）
　※３歳以下で膝上鑑賞の場合１人のみ無料
発　売／市民先行▶︎２月２日㈯、一般▶︎２月９日㈯
チケット購入／各発売初日の受付▶︎電話：10時～
　窓口：13時～
　※チケットは
　１人８枚まで

４日㈪・18日㈪
２月の休館日

（須山区有文書） （渡邉家文書）

覚 天保年中大凶歳之手記

　「プログラミングを始めたきっかけは、ゲームソ
フトを買うよりも自分で作った方が安いと思ったか
らです」と話すのはひげが特徴的な、一般社団法人
コード・フォー・ジャパンに勤めている市川さん。
小学校高学年の頃からプログラミングを組み始め、
裾野東中では電脳部に所属。教育用のプログラミン

グを作成するコンテストで日本一になりました。高
校・大学を卒業後はカーナビを作成する会社や
IT・経営コンサルタント会社に就き、データ利活
用の知識を身に付けました。
　市川さんは、培ってきた知識や経験を役立てたい
という思いから、現在は全国の自治体や企業へデー
タ利活用のアドバイスを行っています。「フィール
ドがないと、どんな良いアイデアもアイデアのまま
で終わってしまいます。一緒に創り、実現すること
が面白いところです」と市川さん。
　ICTを使い、人手不足やそれによる産業衰退が深
刻になっている分野をいかに残していくか、さらに
活性化できるかを考えるところにやりがいを感じて
いるそうです。「何もしないと衰退するけれど、少
し工夫することで勢いを取り戻すこともあります。
常に新鮮な気持ちで仕事に向き合い、新たなアプ
ローチの仕方を考えています」と語ります。
　今後について聞くと「裾野市がデータ利活用の分
野で他の自治体のお手本になれるよう、さらに推進
していきたいと思います。新しいことに積極的に取
り組んでいきたいです」と笑顔で話してくれました。

データ利活用の推進で住みよいまちづくり
市川　博之さん（茶畑団地出身・41歳）
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1 月 13 日 成人式　誓いの言葉
市民文化センター
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　市民の方をはじめとする、地域・ＮＰＯ・企業などのまちづくりの
担い手と共に「住みたいまち裾野」の実現に向けて、みらい会議を開
催します。
　データを利活用して市の現状を分析し、共通認識を持った上で、
10年後の未来の裾野市を共に考えるワークショップを行います。

企画政策課
995-1804

kikaku@city.susono.
shizuoka.jp

みらい会議

　市政報告として、平成31年度の市政方針について
説明する他、昨年８月のみらい会議の提案（あるもの
磨き）に対する成果発表、データの利活用で10年後
の裾野市を考えるワークショップを行います。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24日㈰　13時～17時30分
生涯学習センター２階学習室１
●市政報告▶︎裾野市長 髙村謙二

　●あるもの磨きの成果発表▶︎みらい会議実行委員
　●ワークショップ「データを利活用して10年後の

裾野市を考えよう」▶︎講師：市川博之さん（一般社
団法人コード・フォー・ジャパン）
子どもを預かる遊び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。

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、みらい会議パートナーを随時募
集しています。裾野市の未来を共に創りましょう。
　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

グラフィックレコーディング講座を開催！
　みらい会議と同日に「グラフィックレコーディ
ング」を学ぶ講座を併せて開催します。

３月24日㈰　10時～12時
生涯学習センター２階学習室１
市内に住んでいる中学生以上の方または市内に
通勤している方
15人
会議の流れや内容をグラフィックにして記録す
ることで分かりやすく見える化し、参加者と共
有するのに効果的な手法「グラフィックレコー
ディング」を実践的に学びます。
市川希美さん（市川電産）
企画政策課に電話またはメールで、住所と氏名、
電話番号またはメールアドレスを連絡してくだ
さい。
３月20日㈬
今回のみらい会議でもグラフィックレコーディ
ングを行い、情報共有します。

グラフィックレコーディングの様子
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10年後の未来を創造する“みらい会議”
データを利活用して10年後の裾野市を考えよう



忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認
(平成30年度全国統一防火標語)

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

　３月１日㈮から７日㈭までの７日間、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呼びかけ、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。

住宅用火災警報器を設置しましょう

　平成30年中に富士山南東消防本部管内で発生した
火災件数は41件で、うち建物火災は25件でした。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、７件が未設置でした。尊い命
を守るため、まだ設置されてい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自宅でも、
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お願いします。正常な場合
はメッセージや警報音が鳴ります。

住宅用火災警報器の取り付け支援

　富士山南東消防本部では、裾野市と三島市、長泉町
に住んでいる方に対し、住宅用火災警報器の取り付け
支援を行っています。住宅用火災警報器を購入したも
のの、自ら取り付けることが困難な高齢者や、障がい
者の世帯を対象に消防署員が設置を手伝います。
　住宅用火災警報器の販売・あっせんなどは行ってい
ません。取り付け支援を希望する方は住宅用火災警報
器をご購入の上、お近くの消防署へお問い合わせくだ
さい。

設置していてよかった！住宅用火災警報器
～管内住宅用火災警報器奏功事例～

事例１（三島市）
　ガステーブルの操作方法を誤り、ガステーブル
付近から出火したが、住宅用火災警報器が鳴動し
たため、就寝中の家族が火災に気付き消火した。

事例２（裾野市）
　ＩＨクッキングヒーターグリルで料理を温めな
がらリビングでテレビを見ていたところ、台所の
住宅用火災警報器が鳴り、台所を見ると炎が見え
たため、火災に気付き消火した。

事例３（長泉町）
　フライパンに天ぷら油を入れて火をかけたまま
２階で寝入ってしまい放置。住宅用火災警報器が
鳴り、１階の台所に行くとフライパンから炎が上
がっていたため、フライパンをシンクに移動して
消火した。

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！
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春の全国火災予防運動
3/1㈮～７日㈭までの７日間
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／市役所駐車場

新春の青空にカラフル放水で防火防災の誓い

元旦マラソンで地域が一つに� １月１日健康に感謝し幸せを祈る� １月１日

　新春を飾る恒例行事として、多くの市民の皆さんから親しまれて
いる消防出初式が１月13日㈰に市役所で行われました。一斉放水
では、ホースからカラフルな水が噴き出し青空に大きな弧を描き、
観客から歓声が上がりました。年頭にあたり消防職団員の士気の高
揚と、市民の皆さんの防火防災意識の向上を図りました。

　元旦マラソン・駅伝大会が深良地区で行われました。マラソンと
４人制の駅伝が行われ、約130人が参加しました。選手が通過する
たびに、沿道の区民や応援団が大きな声援を送りました。健康増進
だけでなく親睦も深まり、よい新年のスタートとなりました。

特派員：小林 建次・勝又 しんじ

　午前０時を越えると、近所の神社まで初詣に出かける人の姿が市
内のあちらこちらで見られました。訪れた神社では大きな焚き火を
囲み、振る舞われた甘酒やお神酒を味わいながら新年の抱負を語っ
ていました。新たな年に向け健康と幸せに手を合わせていました。

特派員：杉本 武滿・原 久子

Photograph １月
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思いやりの心を育てます�� １月10〜16日

　子どもたちの人権に関する思いを広く地域の皆さんに伝えるため
「小学校人権ポスター・人権の花パネル展」が行われました。人権
をテーマに児童が作成したポスターと、花の栽培をもとに作成した
花パネルで、命の大切さや思いやりの心を感じ取りました。

三者負担制度を使い橋の撤去� １月30日

　中日本高速道路株式会社との間で「東名千福橋の撤去に係る基本
協定」の締結式が行われました。この協定は国、市、中日本高速道
路株式会社の三者が費用を負担して橋を撤去するという内容で、東
名高速道路上では初めての事業です。工事は来年度以降に進められ
ます。

新成人を祝いタスキをつなぐ� １月13日

　晴れ渡る冬の空に号砲が鳴り響き、第62回新成人祝賀駅伝大会
が須山小学校をスタートに行われました。市内全地区を回る
21.7kmのコースで101チームが競い合いました。沿道から多くの
応援を受け、優勝したのは小粋なダイニング旬チームでした。

輝く女性の新たなチャレンジ� �１月24日

　生涯学習センターで女性起業家・経営者プレゼン大会が行われまし
た。新しいことにチャレンジしてみたい女性など約60人が参加。10
組の女性起業家による柔軟な発想からの起業やビジネスマッチング
などの事例発表に参加者はうなずきながらメモを取っていました。

特派員：渡邊 英機

Photograph 2019.1

ロケの魅力を丸ごと実感� １月26日

　市役所地下多目的ホールですそのロケフェスタ2019が行われ約
120人が参加しました。トークイベントや試写会で市のフィルムコ
ミッション活動を紹介した後、参加者は実際に撮影現場でふるまわれ
る食事（ケイタリング）を試食。ロケ現場の雰囲気を満喫しました。

特派員：鈴木 敬盛

作品はいずれも秀作ぞろい� ��１月26・27日

　公民館講座作品展示会が東西公民館で行われました。展示された
のは絵手紙、華道、彫刻、書道の講座生100人が各講座で作成した
作品156点。来場者は趣味とは思えないほどの出来ばえと驚きなが
ら近くから遠くから、また角度を変えて作品に見入っていました。
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インフォメーション

Information

沼津・駿東地域
合同就職面接会

　沼津・駿東地域の事業所が正社
員雇用を行うため、面接会を開催
します。

３月８日㈮　13時30分～15時
30分
プラサヴェルデコンベンション
ホールA（沼津市大手町）
平成31年３月に高校・専門学
校・短期大学・大学を卒業予定
の方、ハローワークに求職登録
している一般求職者の方
ハローワーク沼津事業所部門
　931-0146

順天堂大学公開講座

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

３月２日㈯　13時30分～15時
50分　※開場▶︎13時
順天堂大学保健看護学部三島
キャンパス（三島市大宮町）
講演１

見逃されやすい股関節の病気と
治療法
諸橋達さん（順天堂大学医学部
附属静岡病院整形外科准教授）
講演２

股関節の手術前と手術後の日常
生活支援
栞子嘉美さん（順天堂大学保健
看護学部成人看護学教授）
順天堂大学保健看護学部
　991-3111

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。

３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

生涯学習フェスティバル
「ゆうあいプラザ祭」

　生涯学習センター教養講座の受
講生と利用団体が日頃の成果を発
表します。詳細は生涯学習センタ
ーのホームページをご覧ください。

３月３日㈰　９時30分～15時
30分
生涯学習センター
ダンスや演奏の発表、プラモデ
ルや写真の展示など
生涯学習センター　992-3800
https://www.susono-yuuai

　plaza.jp/event/13392/

福祉の就職＆進学フェア
in 静岡 2019

　採用担当者との面接相談や福
祉・介護未経験者などへの就職相
談、学校情報の提供を行います。

３月16日㈯　13時～16時
　※受付▶︎12時30分～

キラメッセぬまづコンベンショ
ンホールA（沼津市大手町）
福祉職場に就職を希望する方や
福祉系学校に進学を希望する方
県社会福祉人材センター
　054-271-2110

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28日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
３月14日㈭
国保年金課　995-1813

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

防衛省採用試験

自衛官候補生採用試験
２月24日㈰、３月７日㈭・25
日㈪
18歳以上33歳未満の方
随時受け付けています。
予備自衛官補採用試験

４月20日㈯～24日㈬
　※いずれか１日
一般公募／18歳以上34歳未満
の方

　技能公募／18歳以上の方　※保
有する技能に応じて上限年齢あ
り 
４月12日㈮　
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 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　
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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。匿名で参加できます。

３月16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

県立静岡中央高等学校通信制
新入生の出願

３月18日㈪～28日㈭　※出願
区分によって指定された日
中学校を卒業または卒業見込み
の方や高等学校転入学を希望す
る方など
出願書類は各キャンパスか郵送
で入手してください。
静岡中央高校東部キャンパス　
928-5757
〒411-8502　三島市文教町一
丁目３番93号

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

市スポーツ推進審議会委員

　市内のスポーツ振興に関するさ
まざまな施策を審議します。
任期／４月１日㈪～2021年３月

31日㈬
スポーツ施策に関心がある方
若干名
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し提出して
ください。　※申込用紙は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ド可
２月20日㈬～３月８日㈮
選考方法／書類選考、面接
生涯学習課　992-6900

認知動作型トレーニングマシン
無料体験

３月24日㈰～30日㈯の月曜日
を除く各日
県総合健康センター（三島市谷
田）
各５人
中学生以上の方
県総合健康センター

　973-7000

市社会教育委員

　市内の社会教育に関することを
審議します。
任期／４月１日㈪～2021年３月

31日㈬
市内に住んでいるか通勤してい
る方
若干名
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し提出して
ください。　※申込用紙は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ド可
２月20日㈬～３月８日㈮
選考方法／書類選考、面接
生涯学習課　994-0145

市民協働によるまちづくり推進協議会委員と
男女共同参画推進市民委員会委員を募集

業務内容／●市民協働によるまちづくり推進協議
会▶︎市民協働によるまちづくりを推進するため、
計画の実施に関する審議や市民協働のあり方の
見直しをします。

　●男女共同参画推進市民委員会▶︎男女共同参画
についての学習、研究、市民への啓発などさま
ざまな課題を検討し、男女共同参画社会の形成
を推進します。

任期／４月１日㈪～2021年３月31日㈬

市内に住んでいるか通勤している方
若干名
２月28日㈭
生涯学習センターにある申込用紙に必要事項を
記入し、直接または郵送かメールで提出してく
ださい。　※申込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロード可
市民協働室　992-6900
syakyo@city.susono.shizuoka.jp
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Information

青年国際交流事業

　内閣府では、国際社会・地域社
会で活躍する次世代グローバル
リーダーの育成を目指し、船と航
空機を用いた６つの事業を実施し
ています。

●東南アジア青年の船事業●世
界青年の船事業●国際社会青年
育成事業●日本・中国青年親善
交流事業●日本・韓国青年親善
交流事業●地域コアリーダープ
ログラム
申込用紙に必要事項を記入し、
作文などを添えて県社会教育課
に郵送してください。　※申込
用紙は県社会教育課または内閣
府青年国際交流のホームページ
からダウンロード可
３月20日㈬
内閣府青年国際交流担当室　
　03-6257-1434
http://www.cao.go.jp/kor
yu/
県教育委員会社会教育課
　054-221-3305
〒420-8601　静岡市葵区追手
町９番６号
http://www.pref.shizuoka.
jp/kyouiku/kk-080

ちびっこ探険学校
ヨロン島

３月27日㈬～４月２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・在日外国人300人
海水浴、イカダ作りと海への漕
ぎだし、さとうきび刈りなどの
野外交流
14万７千円（富士山静岡空港

出発の場合）
(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４F
http://www.kskk.or.jp

ワーク・ライフ・バランスセミナー開催

インフォメーション

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

３月９日㈯　14時～16時
生涯学習センター２階学習室１
40人（先着順）
キャリアコンサルタントによる
家庭と働き方のバランスの取り
方や、家事代行サービス専門家
による家事時短テクニックの実
例紹介などを行います。
杉山知子さん（キャリアコンサ
ルタント）

　山田紘子さん（C
コ ン シ ェ ル ジ ュ

oncierge㈱、
整理収納アドバイザー）
市民協働室に電話またはメール、
ファクスでお申し込みください。

　※メール、ファクスでお申し込

みの方はの場合は件名を「ワー
ク・ライフ・バランスセミナー
申込」とし、氏名・住所・電話
番号・託児の有無・託児する児
童数、氏名、年齢を明記してく
ださい。
３月６日㈬
生涯学習センター１階和室で託
児があります。車でお越しの方
は、裾野消防署の駐車場に駐車
してください。
市民協働室　992-6900
992-4047
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp
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お知らせ

「富士山カレンダーバッグ
作り」ワークショップ

３月８日㈮　
　第一部▶︎14時～15時30分
　第二部▶︎19時～20時30分

市役所地下多目的ルーム
各６人（先着順）

　※小学生の参加は保護者同伴
使用済みの市政カレンダーを
使ってバッグを作ります。
多賀正恵さん（日本文化発信隊
伝道師）　
シビックプライド推進室

　995-1803

ジュニア・ロースクール
2019 春�in 沼津

３月28日㈭　９時30分～16時
30分
県東部法律会館４階（沼津市御
幸町）
県内に住んでいる中学生の方
32人（先着順）
刑事裁判傍聴または法廷見学な
ど
３月14日㈭
県弁護士会沼津支部

　931-1848

卓球交流会

３月17日㈰　９時～12時
　※受付▶︎８時30分

市民体育館
中学生以上で卓球初心者の方
42人（先着順）
卓球シングルスマッチのリーグ
戦（男女混合で各ブロック６人

を原則とし、相互審判）
500円（保険料を含む）
市民体育館にある申込用紙に必
要事項を記入し、直接または
ファクスでお申し込みください。
３月10日㈰
市民体育館
　993-0303
993-8543

３月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ 工管設
☎︎993-1603

３日㈰ ㈲富士設備
☎︎997-1507

９日㈯ 小川設備工事店
☎︎993-2074

10日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

16日㈯ 田央設備㈲
☎︎997-5175

17日㈰ ㈱西島工業
☎︎993-1070

21日㈭ ㈲アサヒ住設
☎︎997-3933

23日㈯ ㈲北住設機器
☎︎993-1250

24日㈰ 杉山産業
☎︎992-1131

30日㈯ 植松水道
☎︎992-4644

31日㈰ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

データバンク
２月１日現在

3日㈰ 生涯学習フェスティバル
ゆうあいプラザ祭

10日㈰ 東地区戦没者慰霊祭

18日㈪ 市立幼稚園修了式

19日㈫ 市立幼稚園卒園式

20日㈬ 市立小・中学校終了式・
卒業式

21日㈭ 富岡地区戦没者春季慰霊祭

25日㈪ 市立保育園卒園式

３月　カレンダー

人　口　51,965人	 （−36人）
　男　　26,374人	 （−５人）
　女　　25,591人	 （−31人）
世　帯　21,639世帯	 （11世帯）
内、外国人	 753人	410世帯

３月　税金・料金
納付期限：４月１日㈪

後期高齢者医療保険料 第８期分

9
2019.2.15



救急協力医

診療時間　 平日 17時〜 21時　土曜日 12時〜 18時　日曜日・祝日 ８時〜 18時

３月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 金元整形外科医院 924-0112 松長 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

3 ㈰

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

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

つかだ医院 983-1577 堂庭 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

4 ㈪ なおきクリニック 929-8555 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

5 ㈫ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 酒井医院 966-1755 今沢 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

6 ㈬ 旭医院 966-0031 原 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈭ 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 ㈮ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

10 ㈰

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

森岡医院 962-1084 大岡 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

今井医院 921-3211 五月町 西方外科医院 921-1333 共栄町

11 ㈪ 森医院 966-2017 石川 守重医院 931-2511 我入道
江川

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈫ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

14 ㈭ 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

15 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

３月前期

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

3 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

岩端医院
962-1368 大手町

木の花歯科医院
972-0097 堂庭

10 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

裾野市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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一般書

●火星を知る！
構成・文：三品隆司　監修：吉川真
岩崎書店（調べる学習百科）

●ハニーのためにできること
作：楠章子　絵：松成真理子
童心社

●そらのうえのそうでんせん
作：鎌田歩　アリス館

●「いたいっ！」がうん
だ大発明　ばんそうこう
たんじょうものがたり
絵：クリス・スー
文：バリー・ウィッテンシュタイン
　　光村教育図書

●歯のえほん
作：エドワード・ミラー
訳：千葉茂樹　光村教育図書

●帰去来
著：大沢在昌　朝日新聞出版

●テレビ探偵
著：小路幸也　KADOKAWA

●ピーク　PEAK
著：堂場瞬一　朝日新聞出版

●ゴールデン街コーリング
　Golden gai Calling

著：馳星周　KADOKAWA

●ミッテランの帽子
著：アントワーヌ・ローラン
訳：吉田洋之　新潮社

児童書

●３月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分〜 本館１階おはなしのへや
 ９日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 13日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 20日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室・文化センター図書室
 ※平成30年４月から今年２月までにファーストブック・セ

カンド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。

親子ふれあいデー
 ６日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 14日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 22日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

●図書館映画会
と　　き／３月９日㈯　14時〜　
と こ ろ／本館２階視聴覚室
上映作品／おしりたんてい２
定　　員／60人
申し込み／整理券を３月２日㈯９時から図書館カウン

ターで家族分のみ配布します。
そ の 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

３月の休館日 ４日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪
31日㈰

稲村 詩
し

月
づく

ちゃん
（３歳・水窪）

梶田 源
げん

士
じ

くん
（１歳９カ月・本村上中）

伊東 蓮
れん

くん
（３歳・上町）

上村 花
はな

ちゃん
（２歳７カ月・矢崎）

小野寺 彩
あや

人
と

くん
（２歳７カ月・南堀）
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4/7㈰は県議会議員選挙投票日
期日前投票は入場券が届かなくてもできます　3/30㈯～4/6㈯

特集１

　４月７日㈰は、県議会議員選挙の投票日です。当日、投票に行け
ない方は、３月30日㈯から４月６日㈯までの８日間、市役所で期
日前投票ができます。４月６日㈯は福祉保健会館でも期日前投票が
できます。時間はいずれも８時30分から20時までです。

　投票できる方

　４月７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13年４月８日以前に生まれた方で、日本国籍
がある方
②平成30年12月28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

　投票時間は７時～20時

投票日時／４月７日㈰　７時から20時まで　※第16
投票区（十里木高原集会所）は19時まで

　４月７日㈰に投票に行けない方は……

①期日前投票
　　４月７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／３月30日㈯～４月６日㈯　８時30分～20時
　ところ／市役所４階402会議室
　　※４月６日㈯は市役所１階市民ホールと福祉保健
会館１階ホール

　●入場券が届く前でも投票可
　　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。

身
体
障
害
者
手
帳

障がい名
障がいの程度

１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能の障がい ○ ○

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 ○ ○ ○

戦
傷
病
者
手
帳

障がい名
障がいの程度

特別
項症

第１
項症

第２
項症

第３
項症

両下肢、体幹の障がい ○ ○ ○

心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の障がい

○ ○ ○ ○

介護保険被保険者証 要介護 5

　選挙結果は、市公式ウェブサイトに掲載

　開票は、４月７日㈰21時から市民体育館で行いま
す。開票結果は、確定次第、市公式ウェブサイトでお
知らせします。投票状況も随時掲載します。
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特集 1

投票所／★印が投票所の場所です。入場券に記載された投票所で投票してください。

★
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

選挙管理委員会（行政課）
995-1807
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財政課
995-1801

　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（貸借対照表、行政コスト
計算書、純資産変動計算書、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。
●市民１人当たり／平成30年３月31日時点の市の人口から算出（52,332人）
●端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。
●固定資産台帳などの詳細は、市公式ウェブサイトに掲載しています。

裾野市土地開発公社
静岡県芦湖水利組合
裾野市長泉町衛生施設組合
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

　貸借対照表

　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。

単位：億円

借　方
（資金を何に使ったのか）

貸　方
（資金をどこから調達してきたのか）

資産の部（これまで積み上げてきた資産） 負債の部（これからの世代が負担する金額）

普通 連結 市民
１人当たり 普通 連結 市民

１人当たり
固定資産 805 1,001 191万3千円 固定負債 208 313 59万8千円

１．有形固定資産 762 949 181万4千円 １．地方債 176 246 47万円
２．無形固定資産 1 1 2千円 ２．退職手当引当金 30 36 6万9千円
３．投資その他の資産 41 51 9万7千円 ３．その他 1 31 5万9千円

流動資産 59 95 18万1千円 流動負債 22 28 5万3千円
１．現金預金 7 40 7万7千円 １．一年以内償還予定地方債 18 24 4万6千円
２．未収金 1 2 4千円 ２．賞与などの引当金 2 3 5千円
３．基金 50 51 9万7千円 ３．その他 1 1 2千円
４．棚卸資産 1 1 ３千円 負債合計 229 341 65万1千円

資産合計 864 1,096 209万4千円 純資産の部（これまでの世代が負担した金額）
純資産合計 634 755 144万3千円

負債および純資産合計 864 1,096 209万4千円

4
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平成29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



　純資産変動計算書

　市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、平成29年度中にどのように増減したのかを明らかにします。

単位：億円
普通 連結 市民１人当たり

平成28年度末純資産残高 646 759 145万円
純行政コスト △169 △286 △54万7千円
財源 157 282 53万8千円
・税収など 123 203 38万7千円
・国県などの補助金 35 79 15万1千円
平成29年度差額 △11 △5 △9千円
平成29年度純資産変動額 △11 △4 △7千円
期末純資産残高 634 755 144万3千円

期末純資産残高／当該年度末の純資産の
額。期末純資産残高から期首残高（前
年度末純資産残高）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り
算定される。	

　行政コスト計算書

　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)がかかったのか、その内容を分析することを目
的としています。

単位：億円
経常費用（A)

普通 連結 市民１人当たり
1．業務費用 104 136 25万9千円
・人件費 32 41 7万8千円
・物件費 66 85 16万3千円
・その他 5 9 1万8千円
２．移転費用 78 180 34万5千円
・補助金など 25 93 17万8千円
・社会保障給付 36 84 16万1千円
・他会計への繰出金 14 − −
・その他 3 3 5千円

経常行政コスト
合計 181 316 60万4千円

経常費用（B)
普通 連結 市民１人当たり

１．使用料・手数料 8 18 3万4千円
２．その他 5 12 2万4千円

経常収益合計 13 30 5万8千円
純経常行政コスト(A-B)

普通 連結 市民１人当たり
168 256 48万9千円

　

　資金収支計算書

　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
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。

単位：億円
普通 連結 市民１人当たり

1．業務活動収支 9 26 4万9千円
・業務支出 155 279 53万3千円
・業務収入 165 305 58万2千円
２．投資活動収支 △ 5 △ 15 △ 2万9千円
・投資活動支出 26 38 7万2千円
・投資活動収入 21 23 4万3千円
３．財務活動収支 △ 4 △ 9 △ 1万7千円
・財務活動支出 18 27 5万1千円
・財務活動収入 15 18 3万4千円
平成29年度
資金収支額 1 2 4千円

平成28年度末
資金残高 6 38 7万2千円

平成29年度末
資金残高 7 40 7万6千円

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	
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沼津年金事務所
921-2201

国保年金課
995-1813

　国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制度で、全ての国民に共通
の基礎年金を支給する制度です。20歳以上60歳未満で日本に住んでいる方は、
国民年金に加入することが義務付けられています。

保険料の納付方法
～保険料の納付期限は翌月末～

　来年度の国民年金保険料は月々16,410円です。保
険料は納付期限までに納めてください。
納付書／日本年金機構から送付する納付書を使用し、
金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてくだ
さい。
口座振替／口座振替で納めることができます。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／指定したクレジットカードから保
険料を引き落とします。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、保険料の
免除制度または納付猶予制度があります。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。

学生の方で納付が困難なとき
～学生納付特例～

　学生の方で保険料の納付が困難なときは、学生納付
特例を申請してください。承認を受けると、卒業する
までに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。
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31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。

免除・納付猶予・学生特例期間の
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、
後から納付（追納）することができます。追納しない
場合、その月数に応じて将来の受給額が減額されます
のでご注意ください。
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

●申請時期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

国民年金保険料の納付を忘れずに！
来年度の保険料は月々16,410円となります



　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。毎年必ず受けさせましょう。

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）

②１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。

生活環境課
995-1816

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場
4月28日㈰

十里木集会所
9:40～10:10

御宿新田コミセン
9:00～9:20

須山コミセン
10:25～11:05

岩波公民館
9:30～9:50

田向集会所
11:15～11:30

深良コミセン
10:00～10:20

下和田集会所
13:10～13:45

伊豆島田遊園地（不動尊）
10:35～10:55

今里本村集会所
13:55～14:10

桃園定輪寺前
11:05～11:30

千福が丘中央公園
14:20～15:00

金沢公民館
13:10～13:25

市役所駐車場
15:10～15:55

上ケ田公民館
13:35～13:50

− 中里公民館
14:00～14:15

− 富岡コミセン
14:25～14:50

− 市役所駐車場
15:10～15:55

●交通状況で時間が前後する場合があります。

4月25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
9:30～9:45

上須公民館
9:25～9:45

麦塚公民館
9:55～10:15

切遠コミセン
9:55～10:10

本茶公民館
10:25～10:40

南堀集会所
10:20～10:35

富士見台遊園地
10:50～11:05

町震コミセン
10:45～11:05

中丸中・下公民館
11:15～11:40

石脇公民館
11:15～11:40

滝頭公民館
13:10～13:30

二ツ屋集会所
13:10～13:30

公文名東最寄集会所
13:40～13:55

富沢公民館
13:40～14:00

久根公民館
14:05～14:30

御宿上谷集会所
14:15～14:30

市民体育館
14:40～15:30

葛山中村集会所
14:40～15:00

− 千福公民館
15:10～15:30
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狂犬病予防注射を4/25㈭・4/28㈰に実施
あなたの愛犬を狂犬病から守ります

特集４



フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／広報特派員：杉本 武満・東富士演習場

春を呼ぶ大野原の野焼き

野鳥観察から自然の大切さを学ぶ� ２月９日思いを英語に託し� ２月９日

　富士山麓の大野原で春を迎える準備として、東富士演習場の野焼
き作業が２月16日に行われました。病害虫の駆除や、野火の発生
防止を目的に毎年この時期に行われ、今年も地権者や自衛隊員など
約1,000人が参加しました。真っ黒に焼けた山肌は、春には植物が
芽を出して緑の草原が広まります。

　冬季探鳥会が日本野鳥の会東富士支部長の滝道雄さんを講師に中
央公園で行われました。12人の参加者は、双眼鏡や望遠鏡で五竜
の滝周辺の野鳥の種類と個体数を観察しました。野鳥に親しみなが
ら自然との共存や地域の自然を守る大切さを学びました。

特派員：小林 建次、杉本 武満

　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。市内中学生15人が郷土や平和、差別に対する思い
を英語で発表しました。最優秀賞は西中学校２年生佐野泉さん。そ
の後市内に住む外国人７人が、文化の違いなどを日本語で発表しま
した。

Photograph ２月
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寿太郎みかんとお茶を小学校に�� ２月14日

　JAなんすんから寿太郎みかん380キログラムとお茶33キログラ
ムが贈呈されました。JAなんすんの岡田晃一組合長は「農家の方
が大切に育てたみかんとお茶です。食育に役立ててください」と話
しました。みかんとお茶は市内の小学校の給食で提供されました。

自慢の作品が勢ぞろい� ２月23・24日

　市では高齢者の生きがいと交流を目的に、市内に住んでいる60
歳以上の方を対象にシルバー生きがい教室を開催しています。教室
の作品展が市役所地下多目的ルームで行われました。4教室62人の
力作400点が展示され、来場者は質の高い作品に感心しました。

特派員：渡邊 英機、小林 建次

暮らしの中の金融を学ぶ� ２月15日

　自然災害・事故に備える火災保険の加入・見直し術をテーマに金
融講座が生涯学習センターで行われました。講師はファイナンシャ
ルプランナーの平野雅章さん。14人の参加者は火災保険の補償範
囲や地震保険の知識について熱心に耳を傾けました。

親子の笑顔で溢れる� �２月16日

　みんなで子育てフェスティバルが市民体育館で行われました。ボー
ルプールや輪投げなどの遊具で子どもたちは元気よく遊びました。子
育てセミナーや親子エクササイズ、ボール体験も行われ、ふれあいを
楽しむイベントは親子の笑顔で溢れていました。

特派員：原 久子

Photograph 2019.2

科学の面白さを体感� ２月16日

　鈴木図書館でチャレンジ広場科学あそびが行われました。講師は
静岡自然を学ぶ会「科学あそびミユウ」の皆さん。図鑑や実物を使
いながら、植物の種がどのように広範囲に分布していくかを観察や
実験し親子で楽しく学びました。

特派員：渡邊 英機、小林 建次

就労に必要なスキルを知る� ��２月20日

　市自立支援協議会が福祉保健会館で「企業から学ぶ　今身につけ
たい就労スキル」をテーマに研修会を行いました。障がい者を雇用
する市内外の特例子会社の代表が、それぞれ雇用状況や、雇用に備
えるスキルなどをパネルディスカッション形式で説明しました。
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インフォメーション

Information

民生委員の交代

　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。
堰原区の２人の委員の内、１人が
交代しました。
新委員／鎌野豊行さん
任期／11月30日㈯
社会福祉課　995-1819

妊婦健康診査の費用助成
一部変更

　出産予定日以降の健診などを妊
婦健康診査受診票で規定された回
数（全14回）を超えて自費で受
けた方に対する助成は、今年度で
終了します。対象の方は、３月
29日㈮までに健康推進課に申請
してください。それ以降の申請は
受け付けできません。
健康推進課　992-5711

年金相談

　年金事務所の派遣相談員が、諸
届け出の受け付けや手続きの相談
に応じます。
４月25日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
４月11日㈭
国保年金課　995-1813

認可地縁団体の告示事項証明と
印鑑登録証明書の発行料

　４月１日㈪から、認可地縁団体
に係る告示事項証明と印鑑登録証
明書の発行手数料が次のとおりか
かるようになります。
告示事項証明書／１通300円
印鑑登録証明書／１通300円
市民課地区振興係　995-1874

使用済みスプレー缶
出し方を変更

　４月の資源ごみ収集から、使用
済みスプレー缶の出し方を変更し
ます。スプレー缶は使い切り、穴
を開けずに、「スプレー缶」専用
の青いコンテナに分別して出して
ください。
●使い切れない場合は、屋外で
中身を出して空にしてください。
●準備ができた区から順次分別
収集を始めます。●詳細は、３
月１日発行の「機関紙ごみス
テーション」をご覧ください。
生活環境課　995-1816

固定資産課税台帳の閲覧
４月１日㈪～　８時30分～
17時15分　※土・日曜日・
祝日・年末年始を除く
税務課資産税係
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１日㈪～５月７日㈫は無
料
①～⑤運転免許証などの身分
証明書③法人の場合は、社印
のある委任状④相続がわかる
除籍の謄本など⑤賃貸契約書
または対価の領収書

固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧
４月１日㈪～５月７日㈫
　８時30分～17時15分　
　※土・日曜日、祝日を除く
税務課資産税係
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　 税務課　995-1809

　４月１日㈪から平成31年度の課税の内容を確認できます。
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日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 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　

お知らせ

広報すその４月号から
月１回の発行に

　広報すそのは、４月号からリ
ニューアルし、発行は月に１回に
なります。デザインを一新し、市
の情報を分かりやすく伝えます。
発行日／毎月１日　※土・日曜日、
祝日の場合は直前の平日
●広報紙は、これまでどおり区
を通じて配布します。●市の情
報は、市公式ウェブサイトでも
ご覧になれます。
戦略広報課　995-1802

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▶︎自己負担金なし
●県外の医療機関では、受給者
証が使用できません。受診した
場合は、子育て支援課へ申請し、
払い戻しを受けてください。●
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。
子育て支援課　995-1841

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・中学校に進学する際に祝い金
を支給します。
子育て支援課、社会福祉協議会、
各支所にある申請書に必要事項
を記入し、子育て支援課または
社会福祉協議会へ提出
４月８日㈪
子育て支援課　995-1841
　社会福祉協議会　992-5750

春の環境美化活動
ごみの受け入れ

　各区で実施された環境美化活動
で出たごみの受け入れを行います。
４月21日㈰	８時30分～11時
一般廃棄物最終処分場
●悪天候などの場合は、ごみの
受け入れを４月28日㈰に延期
します。●環境美化活動の実
施・中止の判断は、各区で行わ
れます。
市民課地区振興係　995-1874

♦︎裾野長泉新火葬施設の実施設計を策定♦︎
　裾野市長泉町衛生施設組合では、平成33年度（2021年度）中の
運営開始を目指し、新火葬施設の整備を進めています。基本計画・
基本設計を踏まえ、施設
建築計画の詳細設計を行
う「実施設計」を策定し
ました。

基本設計からの主な変更点
①概算工事費
　約19億1,500万円（消費税法の改正に伴う消費税率引き上げによ
る増額）

②工程スケジュール
　2019年５月下旬	 工事入札
　2019年６月下旬	 工事契約議決（組合議会）
　2019年７月	 着工
　2021年５月	 運営開始（火葬業務開始）予定
　2021年10月		 全面供用開始予定
　※運営開始後に、現斎場の解体（市単独工事）、残りの駐車場な
どの外構工事を実施し、全面供用開始します。
実施設計の概要は、市公式ウェブサイトをご覧ください。
生活環境課　995-1816
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Information

税務署で面接相談を
事前予約制で実施

　税務署では、申告書の作成など
の面接による相談を行います。事
前に予約をお願いします。
４月２日㈫～
沼津税務署の窓口で予約するか、

電話をかけ、自動音声案内で
「２」を選択し、予約したい旨
を伝えてください。
制度や法令などの解釈・適用、
手続き案内など一般的な相談は、
電話相談センターで受け付けま
す。自動音声案内で「１」を選
択してください。
沼津税務署　922-1560

　※受付▶平日８時30分～17時

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
東 ４月３日㈬ 生涯学習セン

ター深良 ４月５日㈮
須山 ４月９日㈫　 須山コミセン
西 ４月10日㈬ 生涯学習セン

ター富岡 ４月11日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

国税専門官採用試験

第１次試験▶︎６月９日㈰
　第２次試験▶︎７月11日㈭～19
日㈮の内、いずれか指定する日
●平成元年４月２日～平成10
年４月１日生まれの方●平成
10年４月２日以降生まれで、
大学を卒業した方または2020
年３月までに卒業する見込みの
方や、人事院が同等の資格があ
ると認める方
人事院ホームページからお申し
込みください。
３月29日㈮９時～４月10日㈬
名古屋国税局人事第二課試験係
　052-951-3511

インフォメーション

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

栄橋の架け替え工事を進めています

　一級河川黄瀬川は、石脇・千福地区の
県道富士裾野線の栄橋付近で川幅が狭く
なっているため、過去に周辺家屋の浸水
被害が発生しています。栄橋は昭和８年
に架けられてから80年以上が経過して
いるため、安全・安心に通行するために
地震対策・老朽化対策を行う必要があり
ます。
　現在、これらの問題を解決するため、
約150ｍ下流に新しい橋を架け替えて黄
瀬川を広げる工事を進めています。４月
からは新しい橋を架ける工事に着手し、来年春の開通を目指します。開通
後からは現在の栄橋の撤去と黄瀬川の拡幅工事を行う予定です。
県沼津土木事務所工事第１課　920-2215

工事箇所

東
名
高
速

千福

24 246

現在の栄橋

新しい栄橋

黄瀬川の拡幅
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要約筆記者養成講座

　聴覚障がい者へのコミュニケー
ション支援として、その場の話を
文字で伝える要約筆記者を育成す
るための講座です。
５月15日㈬～11月17日㈰の水
曜日と日曜日　10時～15時
　※月に３～５日程度　
コース／手書き、パソコン
三島市社会福祉会館４階大会議
室他（三島市南本町）
●県内に住んでいるか通勤して
いる18歳以上の方●修了後、
登録試験を経て、地域で活動で
きる方●パソコンコースは、１
分間に80字以上をタッチタイ
ピングで入力でき、自己所有の
ノートパソコン（OS:Windo
ws10）を持って来られる方
各10人
各3,600円程度（テキスト代）
障がい福祉課にある申込書に必
要事項を記入し、郵便または
ファクス、メールで県聴覚障害
者情報センターへお送りくださ
い。
４月12日㈮
●申し込み後に事前選考を行い
ます。●修了するには８割以上
の出席が必要です。
県聴覚障害者情報センター要約
筆記担当　054-221-1257

054-221-1258
shizuoka@jyousen.info
〒420-0856	静岡県葵区駿府
町1-70

幼児をもつ母親学級受講生

５月８日㈬～７月10日㈬の毎
週火曜日または水曜日
　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。
３月22日㈮～４月19日㈮
生涯学習課　994-0145

お知らせ

４月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

６日㈯ 工管設
☎︎993-1603

７日㈰ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

13日㈯ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

14日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎︎997-0701

20日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

21日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎︎997-2704

27日㈯ ㈱小島屋商会
☎︎998-0019

28日㈰ 田央設備㈲
☎︎997-5175

29日㈪ 杉山産業
☎︎992-1131

30日㈫ ㈱植松水道
☎︎992-4644

データバンク
３月１日現在

３日㈬ 市立保育園入園式

５日㈮ 市立小･中学校入学式・
１学期始業式

６日㈯～７日㈰ 富士山すそのパノラマ
ロード菜の花＆桜まつり

７日㈰ 富岡地区桜まつり
８日㈪ 市立幼稚園１学期始業式
９日㈫ 市立幼稚園入園式
21日㈰ 環境美化活動
28日㈰ 深良用水まつり

４月　カレンダー

人　口　51,946人	 （−19人）
　男　　26,357人	 （−17人）
　女　　25,589人	 （−２人）
世　帯　21,615世帯	（−24世帯）
内、外国人	 731人	383世帯

４月　税金・料金
納付期限：５月７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
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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

４月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈪ あそうクリニック 929-7575 筒井町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈫ 望月内科医院 931-5362 下香貫 青木整形外科医院 922-0521 高島町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

3 ㈬ 森医院 966-2017 石川 えがわ医院 921-5148 高島本町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

4 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

5 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

7 ㈰

込宮クリニック 992-8686 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川

大沢医院 931-1019 御幸町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

柿田川医院 973-3601 柿田 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

8 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 東医院 921-5520 高沢町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

9 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈬ 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

11 ㈭ 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

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

13 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場
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救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

14 ㈰

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

武藤医院 931-0088 三園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下

15 ㈪ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

４月前期

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

7 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

静岡医療センター
975-2000 長沢

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

西島歯科医院
988-3162 納米里

14 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

永井眼科
980-1777 萩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さなだ歯科医院
997-2100 御宿

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

15
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一般書

●魔法使いマーリンの犬
　エクスカリバーをぬくのはだれだ？！

作：エリック・カーン・ゲイル　訳：大山泉　評論社

●ソフィー、がっこうへいく
絵：アン・ウィルスドルフ　文：パット・ジトロー・ミラー　光村教育図書

●スズメのくらし
文・写真：平野伸明　福音館書店（たくさんのふしぎ傑作集）

●ゆげゆげ～
作・絵：さいとうしのぶ　教育画劇

●お話の種をまいて
　プエルトリコ出身の司書プーラ・ベルプレ

絵：パオラ・エスコバル　作：アニカ・アルダムイ・デニス　汐文社

●あちらにいる鬼
著：井上荒野　朝日新聞出版

●オーディションから逃げられない
著：桂望実　幻冬舎

●スクエア　SQUARE
著：今野敏　徳間書店（横浜みなとみらい署暴対係）

●プラスチックの祈り
著：白石一文　朝日新聞出版

●新章神様のカルテ
著：夏川草介　小学館

児童書

●４月の行事予定
親子おはなし広場
 ９日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

おはなしの会
 13日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 20日㈯ 11時〜 本館1階おはなしのへや

ファーストブック・セカンドブック
 17日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 24日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室・文化センター図書室

親子ふれあいデー
 10日㈬ 10時〜17時 本館２階視聴覚室
 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

新刊おすすめ本

４月の休館日 １日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪
30日㈫

梅原 妃
ひ ま り

茉里ちゃん
（２歳８カ月・矢崎）

佐藤 万
ま な

奈ちゃん
（1 歳 5 カ月・トヨタ）

青島 愛
え な

奈ちゃん
（２歳４カ月・御宿台）勝又 結

ゆうせい
星くん

（３歳・田場沢）

鍋島 ひなちゃん
（２歳７カ月・石脇）

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.sus
ono.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



４月号
2019 April

No.1374

特集▶▶▶ 教えて！ 市の予算



　御宿台保育園でひな祭りが行
われました。園児たちはおひな
さまの前でウキウキしながら、
先生のオリジナルの寸劇や「楽
しいひなまつり」を元気に歌う
など行事を楽しみました。子ど
もたちが健やかに成長するよう
に願いが込められました。

  3 特集　教えて！ 市の予算

  6 一般会計補正予算

  7 組織改編と人事異動

  8 ロケ支援映画『キングダム』公開

10 固定資産税・都市計画税

11 すそのーる時刻表

14 深良用水まつり

15 暮らしやすいまちづくりを目指して

18 トピックス

23　インフォメーション

目次　Contents

表紙　Front cover

高齢者肺炎球菌予防接種/がんセン
ター公開講座/交通安全運動/経営所
得安定対策/まちづくり推進事業/国
保の脳ドック・人間ドック/後期高
齢者医療保険料軽減措置/人権相
談・行政相談 　市内で初めてJCA公認サイクリングガイドに登録さ

れた大庭康嗣さんは、幼い頃から体を動かすことが大
好きで、高校時代にはオーストラリア留学し、さまざ
まなスポーツを経験しました。「自然環境を意識する
ようになり自転車で通勤することにしたことが自転車
に乗るきっかけでした」と語る大庭さん。以来、自転
車を競技スポーツとして取り組みました。トレーニン
グに励み、トライアスロン大会で優勝を収めたことも

ある実力者です。
 そんな大庭さん
に転機が訪れたの
は、知人に誘われ
て参加したファン
ライド。「グルー

プで乗ることがこんなに楽しいものかと感動し、自転
車で人を楽しませたいという気持ちが芽生えました」
と語ります。その頃知り合った仲間で、富士山裾野自
転車倶楽部を立ち上げました。公認サイクリングガイ
ドの登録は検定試験があり、厳しい基準をクリアする
と公認資格を取得できます。「何度も挫折しそうなり
ましたが、仲間の協力や励ましで合格することができ
ました」と振り返ります。「このライセンスと仲間た
ちで、自転車文化の裾野を広げていきたい」と夢の一
歩を踏み出した大庭さん。「最
終的な夢は“三途の川を自転車
で渡ること”」とさわやかな笑
顔は、また何かを企てているよ
うにも見えました。

サイクリストの裾野を広げたい
富士山裾野自転車倶楽部　部長
大庭 康嗣さん（町田・45歳）

susonobito No.12
2019.4
広報すその

健やかな成長を願い



平成31年度　市の予算

予算ってどんなもの？
　各種の行政サービスを計画的に行うために、市では
年度（４月～翌年３月）が始まる前に収入と支出につ
いて計画を立てます。予算は行政の設計書となります。
この1年度間の収入と支出が、どれくらいあるかなど
を見積もったものを一覧表（予算書）にしています。
市の予算は「一般会計」「特別会計」「企業会計」で
構成されています。

　市議会３月定例会で、平成31年度当初予算が可決
されました。一般会計は、213億5,300万円。前年度
と比較し、2.7％の増となりました。財政規律と健全
性維持に配慮しつつ、事業の緊急性・優先度を見極め、
“あるもの磨き”には積極的に予算を投下することで、
「市の持続的発展」に取り組んでいきます。

財政課　995-1801

総額326億5,599万円

会計名 平成31年度
予算額

増減率
(%)

一般会計 213億5,300万円 2.7

特
別
会
計

国民健康保険特別会計 45億4,000万円 △4.1

後期高齢者医療事業
特別会計 5億4,900万円 2.2

介護保険特別会計 34億  200万円 4.7

土地取得特別会計 17万円 △49.9

十里木高原簡易水道
特別会計 7,873万円 66.2

墓地事業特別会計 4,930万円 6.3

小計 86億1,920万円 0.1

企
業
会
計

水道事業会計 11億5,300万円 △10.8

下水道事業会計 15億3,079万円 1.2

小計 26億8,379万円 △4.4

合計 326億5,599万円 1.4

●市の会計は３種類で構成
　一般会計▶︎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▶︎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６
つの特別会計があります。

　企業会計▶︎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。市では水道事業会計・下水道事業会計
があります。

教えて！

3
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213億5,300万円
歳入の内訳 歳出の内訳

　平成31年度は、将来の飛躍に向けた準備を行う上
で大切な年です。東京2020オリンピック自転車競技
ロードレース（男子）では、大会の成功を目指すとと
もに会場市として国内外に発信できる絶好のチャンス
となります。市民の皆さんと当市ならではの“おもて
なし”で、サイクリストの憧れとなる“レガシーづく
り”に向けた準備に取り組みます。
　加えて2021年1月に市制施行50周年の節目を迎え
ます。「シビックプライド」を持って主体的にまちづ
くりに参画してもらうためにも、市民の皆さんが自ら
作り上げていく市民協働によって準備を進めます。市
内大手企業生産拠点の移転、在宅医療・介護の支援、
農業の担い手不足と耕作放棄地の解消などの課題があ
ります。それらのさまざまな課題解決の糸口として国
が提唱する新たな未来社会「Society5.0※」を取り入
れた、将来を見据えた新たなまちづくりの指針となる

「第５次裾野市総合計画」の策定に着手します。
　本年度の重点政策は「シビックプライドの向上」と
「暮らし満足度の向上」とし、市民の皆さんの「まち
づくりの主役は自分たちだ」という機運をさらに盛り
上げます。今後とも市民の皆さんに裾野市に住んで良
かった、住み続けたいと思っていただけるよう、より
一層の迅速かつ効果的、効率的な市政運営のもと、
「子育てネットワークの拡充」「学校・地域・企業等
連携の強化」「新しいまちづくり方針の策定」「地域
の稼ぐ力の強化」「市民活動支援の強化」「戦略的シ
ティプロモーションの展開」を重点的に取り組み、活
力と魅力あるまちづくり、ひとづくり、しごとづくり
を着実に進めてまいります。

※「Society5.0」▶︎AI、IoTなどによって医療・介護、労
働環境、交通や物流など幅広い分野のイノベートを目
指して国が提唱する新たな未来社会。

将来の飛躍に向けて　～市長施策方針～

市税 106億5,290万円 49.9％
国庫支出金 28億8,186万円 13.5％

市債 21億3,300万円 10.0％
繰入金 11億5,412万円 5.4％

地方消費税交付金 11億4,500万円 5.4％
県支出金 11億3,313万円 5.3％
その他 22億5,299万円 10.5％

民生費 57億　729万円 26.7％
土木費 32億7,663万円 15.4％
教育費 29億8,924万円 14.0％
衛生費 27億7,413万円 13.0％
総務費 22億7,003万円 10.6％
公債費 21億3,168万円 10.0％
その他 22億　400万円 　10.3％

歳入
213億5300万円

地方消費税交付金
5.4％

その他
10.5％

市税
49.9％

国庫支出金
13.5％

県支出金
5.3％

市債
10.0％

繰入金
5.4％

公債費
10.0％

その他
10.3％

総務費
10.6％

民生費
26.7％

衛生費
13.0％

土木費
15.4％

教育費
14.0％

歳出
213億5300万円
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▲平松踏切

▲富岡第二小学校体育館

▲チームブリヂストンサイクリング自転車教室

平成31年度主要事業　市まち・ひと・しごと創生総合戦略

平成31年度一般会計予算を月収
40万円の家計に例えてみると

収入 支出

「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”
●民間活力を活用した道路整備補助事業…………………… 500万円
●新火葬施設整備事業………………………………… ４億2,094万円
●三世代同居支援補助事業………………………………… 1,000万円
●平松踏切道外1改良事業 ………………………………… 2,200万円
●東名跨道橋撤去事業………………………………… １億4,600万円
●深良用水通水350周年記念事業 …………………………… 440万円

すべての起点となるひとづくり“共育”
●ふるさと納税推進事業…………………………………… 3,010万円
●富岡地区コミュニティセンターリニューアル事業……… 951万円
●土砂災害・洪水ハザードマップ作成事業………………… 500万円
●放課後児童室運営事業…………………………………… 9,497万円
●富岡第二小学校体育館新築事業…………………… 3億2,810万円

まちやひとを豊かにする産業づくり“共栄”
●ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業…………… 120万円
●有害鳥獣捕獲従事者育成支援事業………………………… 10万円
●裾野市発 屋上緑化推進事業 ……………………………… 800万円
●スポーツツーリズム事業…………………………………… 645万円
●オリンピック・パラリンピック推進事業………………… 332万円
●移住・就業支援事業………………………………………… 300万円

項目 予算科目 金額
給料 市税 201,000円
雑収入 使用料など 30,000円

預金取り崩し 繰入金 21,000円
親からの仕送り 国・県支出金など 108,000円
ローン借り入れ 市債 40,000円

合計 400,000円

●平成31年度3月末預金残高　1,580,000円

項目 予算科目 金額
食費 人件費 57,000円
医療費 扶助費 65,000円

光熱費・通信費 物件費 130,000円
家の増改築など 投資的経費 71,000円
子どもへの仕送り 特別会計への繰出金 25,000円

貯蓄 積立金など 12,000円
ローン返済 公債費 40,000円
合計 400,000円
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　市議会３月定例会が行われ、補正予算について審議されました。既定の予算額
から8,600万円を削減し、歳入・歳出予算総額をそれぞれ213億2,200万円とし
ました。主な内容は次のとおりです。

平成30年度一般会計補正予算
オリンピック・パラリンピック開催準備費などを補正

財政課
995-1801

 東京2020オリンピック・パラリンピック
 に対する取り組み

オリンピック・パラリンピック推進事業
　オリンピック開催地となる当市をPRし、レガシー
づくりのため、オリンピック自転車競技ロードレース
男子のコース周辺に看板を設置します。機運醸成のた
め公共施設に懸垂幕を設置します。
サイクリング環境整備事業
　オリンピック自転車競技ロードレース男子のコース
となったことで、多くのサイクリストを迎え入れるよ
うに、市内各所に木製駐輪ラックを増設します。また、
自転車のメンテナンスに必要な備品を配備したバイシ
クルピットを設け、快適なサイクリング環境も備えま
す。

「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”
最終処分場浸出水処理設備汚泥掻

かきよせ
寄機

き
改修事業

　経年劣化による腐食が確認された最終処分場の機器
を改修します。業務の長期停止を未然に防ぎ、設備の
延命化を図ります。
鈴木図書館外壁（東側）防水改修事業
　ふるさと納税を活用し、図書館の東側外壁の防水改
修工事を行い、施設の長寿命化を図ります。
鈴木図書館照明設備LED化事業
　ふるさと納税と一般寄付金を活用し、照明をLED
化し、環境負荷の軽減と設備の長寿命化を図ります。
 まちやひとを豊かにする産業づくり“共栄”
深良柏木田・西原耕地ほ場整備事業
　県が実施している深良柏木田・西原地区のほ場整備
に、国からの補助金が追加配分されたため、市負担金
を増額し事業の促進を図ります。

サイクルピット（中央公園内） 深良柏木田ほ場
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広報すその6



　４月から事務の円滑化・業務の効率化と業務の平準化などの観
点から、組織のスリム化を図るため、組織改編を行います。また、
人事異動を行い「ひとづくり」「豊かな産業づくり」「快適なま
ちづくり」「市民協働のまちづくり」を推進します。

４月から新たな体制で運営
組織改編と人事異動でまちづくりへの決意を新たに

人事課
995-1806

 組織改編の主な変更点
●シビックプライド推進室に市民協働室事務を移管し、

統合します。
●建設管理課の課内室の道路保全対策室を建設管理課

に統合します。
●オリンピック・パラリンピック推進室を産業振興課

内に新たに設置します。
●ファシリティマネジメントや行財政構造改革の事務

を行政課から企画政策課に移管します。
●放課後児童室の事務を子育て支援課から教育総務課

に移管します。
 市職員人事異動
【部長級】
産業部長▶︎酒井保（建設部長）建設部長▶︎影嶋圭司
（県交通基盤部管理局総務監付技監）
【参事級】
企画部参事兼戦略広報課長▶︎秋山慶次（環境市民部参
事兼危機管理課長）参事 総務部検査監▶︎伊藤裕康
（建設部参事兼建設課長）環境市民部参事兼水道事業
管理監兼上下水道経営課長▶︎細井茂美（参事 総務部
検査監）建設部参事兼建設課長▶︎菊池守（産業部参事
兼農林振興課長）参事 会計管理者兼出納課長▶︎土屋
敏彦（健康福祉部参事兼社会福祉課長）企画部参事兼
企画政策課長・市土地開発公社事務局長▶︎加藤忠彦
（健康福祉部介護保険課長）
【課長級】
環境市民部市民課長▶︎杉山善則（総務部税務課徴収対
策専門官）環境市民部危機管理課長▶︎芹澤泰広（教育
部鈴木図書館長兼東西公民館長）健康福祉部介護保険
課長▶︎服部和彦（企画部企画政策課長・市土地開発公
社事務局長）健康福祉部社会福祉課長▶︎眞田俊彦（企
画部戦略広報課長）教育部鈴木図書館長兼東西公民館
長▶︎髙橋渉（環境市民部市民課長）環境市民部富岡支
所長▶︎横山英哉（企画部戦略広報課長代理）産業部農
林振興課長▶︎杉本一之（産業部農林振興課長代理）

【課長代理級】
企画部企画政策課兼行政経営監付副参事▶︎山田克彦
（産業部産業振興課長代理）企画部戦略広報課長代理
兼シビックプライド推進室長▶︎大塚智美（教育部生涯
学習課長代理兼市民協働室長）環境市民部危機管理課
長代理▶︎亀崎浩子（企画部戦略広報課シビックプライ
ド推進室長）企画部秘書課長代理▶︎小林義彦（企画部
秘書課主幹兼係長）産業部産業振興課オリンピック･
パラリンピック推進室長▶︎山口直樹（環境市民部危機
管理課主幹兼係長）
【園長級】
健康福祉部保育課統括主幹▶︎服部もと子（健康福祉部
保育課富岡第二幼稚園長）健康福祉部保育課いずみ幼
稚園長▶︎野田孝敏（健康福祉部保育課深良幼稚園長）
健康福祉部保育課深良幼稚園長▶︎大岩ゆかり（健康福
祉部保育課深良幼稚園長代理）
【主幹級】
環境市民部市民課主幹兼係長▶︎渡邉久子（健康福祉部
健康推進課主幹兼係長）環境市民部生活環境課主幹兼
係長▶︎志村敏博（健康福祉部子育て支援課主幹兼係
長）健康福祉部保育課主幹兼係長▶︎小野善之（総務部
財政課主幹兼係長）建設部建設管理課主幹兼係長▶︎渡
邉憲一（産業部産業振興課主幹兼係長・産業連携地域
プラットフォーム事業推進特命）教育部教育総務課主
幹兼係長▶︎鈴木直美（環境市民部生活環境課主幹兼係
長）企画部秘書課主幹兼係長▶︎井上英丈（教育部生涯
学習課係長）企画部戦略広報課主幹兼係長▶︎永田隆之
（建設部建設管理課係長）総務部行政課主幹兼係長▶︎
原邦臣（総務部行政課係長）健康福祉部国保年金課主
幹兼係長▶︎杉山昭子（健康福祉部国保年金課係長）

（　）は、前年度の所属・役職です。
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ロケ支援 映画『キングダム』４/19 ㈮全国劇場公開
フィルム・コミッション事業で“裾野”の魅力を発信！ まちのにぎわいづくり

　市では「富士すそのフィルム・コミッション」を設立し、映画やテレビドラマなどの映像作
品の誘致、支援に取り組んでいます。
　４月19日㈮に、昨年市内でも撮影が行われた映画『キングダム』が全国劇場公開されます。
須山地区に国内唯一のロケセットが設置され、延べ200人を超える市民の皆さんがボランティ
アスタッフやエキストラとして作品に参加しました。裾野でクランクアップを迎えた同作品は、
市内で撮影された場面が映画の前半に登場し、主人公が夢に向かって走りだす印象的なシーン
となります。ぜひ、市民協働によるロケ支援作品を劇場でご覧ください。

■作品概要
　作品：映画『キングダム』
　出演：山崎賢人、吉沢 亮、長澤まさみ、橋本環奈 他
　監督：佐藤信介
　原作：原 泰久「キングダム」（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
■ストーリー
　中国春秋戦国時代を舞台に、大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、若き王・嬴政（後の秦

の始皇帝）の中華統一という夢を壮大なスケールで描く物語。
■市内ロケ地
　須山十里木ロケセット、富士サファリパーク管理牧草地
■近隣上映館
　シネマサンシャイン沼津（沼津市大手町）、ジョイランドシネマみしま（三島市梅名）
　シネプラザサントムーン（清水町玉川）

シビックプライド推進室
995-1803

©原 泰久／集英社
©2019映画
キングダム製作委員会
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ロケ支援 映画『キングダム』４/19 ㈮全国劇場公開
フィルム・コミッション事業で“裾野”の魅力を発信！ まちのにぎわいづくり

須山十里木ロケセット
　約２週間に渡り、市民ボランティアの皆さんがロケセットの生
垣づくりや造成された土の道に草の移植作業を行いました。美術
チームからの休作中の畑に緑がほしいという要望に応えるため、
育ちの早い蕎麦や大根の種をまき、育てました。

　古代の中国を舞台にした壮大なスケールの映画『キングダム』。その一部、長い冒
険の出発点になる重要なシーンを、裾野市でロケしました。そして、さまざまな大変
な撮影の最後が、実はこの裾野ロケでした。全ての撮影を終えた山崎賢人さんの熱い
スピーチ、万感の思いでの撮影終了宣言。その記憶は決して消えないでしょう。

　草の移植作業は、根気も必要でしたが、完成に連れて風景が変わり、映画づくりのこ
だわりを体感しました。市内にこんな魅力的な風景があることも初めて知りました。ど
んな場面で使われるのか公開が楽しみです。

　私は２度目の裾野ロケでした。多くの市民の皆さんにご協力いただき、準備期間２カ月
を経て迎えた撮影日。富士山の麓に広がる壮大なロケーションで、共にゼロから作り上げ
たセットがモニターに映し出された瞬間、その感動とみんなの表情が忘れられません。

須山十里木ロケセット一般公開、パネル展

生垣づくりの作業

畑に生える草を道に移植

裾野市の皆さんへ

ボランティアとして参加

裾野ロケを振り返って

映画監督　佐藤信介さん

村井之俊さん、藍さん

制作担当（ロケ現場責任者）
吉田信一郎さん

●ロケセット一般公開
４月20日㈯～５月６日㈪の土・日曜日、祝日

　９時～15時
須山十里木蕎麦畑（富士山資料館東側）
ロケセットの一般公開、小道具、パネル展示

●パネル展
４月15日㈪～５月10日㈮の平日　８時30分～17時15分
市役所１階ロビー　
ポスターや出演者の色紙、裾野ロケを含むスチール写真な
どの展示
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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月中旬に納税
通知書を送付するので、内容を確認してください。

 １月１日現在の所有者に課税
固定資産税の税率は1.4％
　固定資産税は、毎年１月１日現在、市内にある土地、
家屋、償却資産の所有者が納める税金です。税額の求
め方は以下の通りです。

固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）
　固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固
定資産評価基準を基に決定されます。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人
　原則として固定資産の所有者で次の人です。
【土地】
●登記簿に所有者として登記されている人
●土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
●所有している土地の課税標準額の合計が30万円以

上の人
【家屋】
●登記簿に所有者として登記されている人
●家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
●所有している家屋の課税標準額の合計が20万円以

上の人
【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人
●所有している償却資産の課税標準額の合計が150万

円以上の人
※所有者として登記（登録）されている人が、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人が納税義務者にな
ります。

都市計画税の税率は0.2％
　都市計画税は、毎年１月１日現在、市内の市街化区
域内にある土地、家屋の所有者が納める税金です。税
額の求め方は以下のとおりです。

都市計画税＝課税標準額×税率（0.2％）

 第１期の納期限は５月７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
７日㈫までに、４期に分ける場合は各期の納期限まで
に納めてください。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。新たに口座振替を希望する人は、納
税通知書に同封のはがきに必要事項を記入して送付す
るか、金融機関で手続きしてください。
納期限／第１期▶︎５月７日㈫
　　　　第２期▶︎７月31日㈬
　　　　第３期▶︎12月25日㈬
　　　　第４期▶︎2020年３月２日㈪

●年税額を４期に割ったときの千円未満の金額は、
第１期分に合算されます。

　●納付書は元号の変更後もそのまま使用できます。

 変更などがあった場合は届け出を
　次のような場合は税務課資産係にご連絡ください。
登記の手続きを行った場合は、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

 その他
　詳しい内容は、納税通知書に同封のリーフレットを
ご覧ください。

平成31年度固定資産税・都市計画税
４月中旬に納税通知書を発送 WEBBB

税務課資産税係
995-1809
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　市内を運行している路線バス“すそのーる”の運行
ルートをリニューアルし、直線的な往復運行になりま
した。平日のみ運行します。

運賃／１人１回の乗車につき100円～300円
※小学生や、障がい者手帳の交付を受けている人とそ

の介護者の運賃は半額

路線バス“すそのーる”の時刻表を改定
４/１㈪から新ルートで運行 WEBBB

企画政策課
995-1804

青葉台・長泉なめり線

青葉台団地～鈴原～滝頭～裾野駅～二ツ屋～富沢～長泉なめり駅

長泉なめり駅～富沢～二ツ屋～裾野駅～滝頭～鈴原～青葉台団地

バス停 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便
1 青葉台団地 8:45 10:10 11:55 13:55 15:00 16:20 17:20
2 青葉台団地中 8:46 10:11 11:56 13:56 15:01 16:21 17:21
3 青葉台団地入口 8:46 10:11 11:56 13:56 15:01 16:21 17:21
4 県営茶畑団地 8:47 10:12 11:57 13:57 15:02 16:22 17:22
5 県営茶畑団地西 8:47 10:12 11:57 13:57 15:02 16:22 17:22
6 鈴原 8:48 10:13 11:58 13:58 15:03 16:23 17:23
7 鈴原入口 8:48 10:13 11:58 13:58 15:03 16:23 17:23
8 向田小学校前 8:49 10:14 11:59 13:59 15:04 16:24 17:24
9 滝頭 8:50 10:15 12:00 14:00 15:05 16:25 17:25
10 中丸 8:51 10:16 12:01 14:01 15:06 16:26 17:26
11 平松上 8:52 10:17 12:02 14:02 15:07 16:27 17:27
12 峰下入口 8:52 10:17 12:02 14:02 15:07 16:27 17:27

13 裾野駅 ( 着 ) 8:53 10:18 12:03 14:03 15:08 16:28 17:28
裾野駅 ( 発 ) 8:55 10:20 12:05 14:05 15:10 16:30 17:30

★ 裾野駅入口 ( なめり方面のみ ) 8:55 10:20 12:05 14:05 15:10 16:30 17:30
14 裾野二本松 8:56 10:21 12:06 14:06 15:11 16:31 17:31
15 二ツ屋上 8:57 10:22 12:07 14:07 15:12 16:32 17:32
16 二ツ屋 8:57 10:22 12:07 14:07 15:12 16:32 17:32
17 二ツ屋下 8:58 10:23 12:08 14:08 15:13 16:33 17:33
18 富沢 8:59 10:24 12:09 14:09 15:14 16:34 17:34
19 富沢南 9:00 10:25 12:10 14:10 15:15 16:35 17:35
20 新愛鷹橋 9:01 10:26 12:11 14:11 15:16 16:36 17:36
21 水窪 9:02 10:27 12:12 14:12 15:17 16:37 17:37
22 長泉なめり駅 9:06 10:31 12:16 14:16 15:21 16:41 17:41

バス停 １便 ２便 ３便 ４便 ５便
22 長泉なめり駅 9:45 11:30 14:25 15:55 16:55
21 水窪 9:47 11:32 14:27 15:57 16:57
20 新愛鷹橋 9:48 11:33 14:28 15:58 16:58
19 富沢南 9:49 11:34 14:29 15:59 16:59
18 富沢 9:49 11:34 14:29 15:59 16:59
17 二ツ屋下 9:50 11:35 14:30 16:00 17:00
16 二ツ屋 9:51 11:36 14:31 16:01 17:01
15 二ツ屋上 9:51 11:36 14:31 16:01 17:01
14 裾野二本松 9:52 11:37 14:32 16:02 17:02

13 裾野駅 ( 着 ) 9:53 11:38 14:33 16:03 17:03
裾野駅 ( 発 ) 9:56 11:41 14:36 16:06 17:06

12 峰下入口 9:56 11:41 14:36 16:06 17:06
11 平松上 9:57 11:42 14:37 16:07 17:07
10 中丸 9:58 11:43 14:38 16:08 17:08
9 滝頭 9:59 11:44 14:39 16:09 17:09
8 向田小学校前 10:00 11:45 14:40 16:10 17:10
7 鈴原入口 10:00 11:45 14:40 16:10 17:10
6 鈴原 10:01 11:46 14:41 16:11 17:11
5 県営茶畑団地西 10:02 11:47 14:42 16:12 17:12
4 県営茶畑団地 10:02 11:47 14:42 16:12 17:12
3 青葉台団地入口 10:03 11:48 14:43 16:13 17:13
2 青葉台団地中 10:03 11:48 14:43 16:13 17:13
1 青葉台団地 10:06 11:51 14:46 16:16 17:16

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
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すそのーる時刻表

裾野・富岡線

裾野駅～裾野赤十字病院～大畑橋～千福～御宿宮原～葛山～御宿～市民文化センター

市民文化センター～御宿～葛山～御宿宮原～千福～大畑橋～裾野赤十字病院～裾野駅

バス停 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便
1 裾野駅 9:10 10:35 11:50 13:50 15:05 16:20
2 峰下入口 9:11 10:36 11:51 13:51 15:06 16:21
3 平松上 9:12 10:37 11:52 13:52 15:07 16:22
4 市立鈴木図書館入口 9:13 10:38 11:53 13:53 15:08 16:23
5 裾野赤十字病院 9:14 10:39 11:54 13:54 15:09 16:24
6 裾野郵便局前 9:14 10:39 11:54 13:54 15:09 16:24
7 裾野高校入口 9:15 10:40 11:55 13:55 15:10 16:25
8 佐野 9:16 10:41 11:56 13:56 15:11 16:26
9 大畑橋 9:17 10:42 11:57 13:57 15:12 16:27
10 中央公園前 9:18 10:43 11:58 13:58 15:13 16:28
11 千福下 9:19 10:44 11:59 13:59 15:14 16:29
12 千福 9:21 10:46 12:01 14:01 15:16 16:31
13 御宿下 9:22 10:47 12:02 14:02 15:17 16:32
14 御宿平山湧水 9:23 10:48 12:03 14:03 15:18 16:33
15 富岡中学校グランド入口 9:24 10:49 12:04 14:04 15:19 16:34
16 御宿宮原 9:24 10:49 12:04 14:04 15:19 16:34
17 景ヶ島橋 9:25 10:50 12:05 14:05 15:20 16:35
18 葛山下 9:26 10:51 12:06 14:06 15:21 16:36
19 葛山 9:26 10:51 12:06 14:06 15:21 16:36
20 御宿 9:27 10:52 12:07 14:07 15:22 16:37
21 御宿上谷 9:28 10:53 12:08 14:08 15:23 16:38
22 御宿八幡宮前 9:29 10:54 12:09 14:09 15:24 16:39
23 柳端 9:30 10:55 12:10 14:10 15:25 16:40
24 裾野市民文化センター 9:34 10:59 12:14 14:14 15:29 16:44

バス停 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便
24 裾野市民文化センター 9:50 11:15 12:25 14:25 15:45 16:50
23 柳端 9:51 11:16 12:26 14:26 15:46 16:51
22 御宿八幡宮前 9:52 11:17 12:27 14:27 15:47 16:52
21 御宿上谷 9:53 11:18 12:28 14:28 15:48 16:53
20 御宿 9:54 11:19 12:29 14:29 15:49 16:54
19 葛山 9:55 11:20 12:30 14:30 15:50 16:55
18 葛山下 9:55 11:20 12:30 14:30 15:50 16:55
17 景ヶ島橋 9:57 11:22 12:32 14:32 15:52 16:57
16 御宿宮原 9:58 11:23 12:33 14:33 15:53 16:58
15 富岡中学校グランド入口 9:59 11:24 12:34 14:34 15:54 16:59
14 御宿平山湧水 10:00 11:25 12:35 14:35 15:55 17:00
13 御宿下 10:00 11:25 12:35 14:35 15:55 17:00
12 千福 10:01 11:26 12:36 14:36 15:56 17:01
11 千福下 10:03 11:28 12:38 14:38 15:58 17:03
10 中央公園前 10:04 11:29 12:39 14:39 15:59 17:04
9 大畑橋 10:05 11:30 12:40 14:40 16:00 17:05
8 佐野 10:05 11:30 12:40 14:40 16:00 17:05
7 裾野高校入口 10:06 11:31 12:41 14:41 16:01 17:06
6 裾野郵便局前 10:07 11:32 12:42 14:42 16:02 17:07
5 裾野赤十字病院 10:07 11:32 12:42 14:42 16:02 17:07
4 市立鈴木図書館入口 10:08 11:33 12:43 14:43 16:03 17:08
3 平松上 10:09 11:34 12:44 14:44 16:04 17:09
2 峰下入口 10:10 11:35 12:45 14:45 16:05 17:10
1 裾野駅 10:14 11:39 12:49 14:49 16:09 17:14
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すそのーる時刻表

裾野・岩波線

裾野駅～裾野赤十字病院～久根～町田～南堀下～深良支所～岩波駅～富士見橋

富士見橋～岩波駅～深良支所～南堀下～町田～久根～裾野赤十字病院～裾野駅

バス停 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便
1 裾野駅 9:15 10:30 11:45 13:40 14:50 16:03 17:25
2 峰下入口 9:16 10:31 11:46 13:41 14:51 16:04 17:26
3 平松上 9:17 10:32 11:47 13:42 14:52 16:05 17:27
4 市立鈴木図書館入口 9:18 10:33 11:48 13:43 14:53 16:06 17:28
5 裾野赤十字病院 9:19 10:34 11:49 13:44 14:54 16:07 17:29
6 裾野市民体育館前 9:21 10:36 11:51 13:46 14:56 16:09 17:31
7 公文名 9:22 10:37 11:52 13:47 14:57 16:10 17:32
8 久根 9:23 10:38 11:53 13:48 14:58 16:11 17:33
9 町田下 9:23 10:38 11:53 13:48 14:58 16:11 17:33
10 町田 9:24 10:39 11:54 13:49 14:59 16:12 17:34
11 町田東 9:25 10:40 11:55 13:50 15:00 16:13 17:35
12 南堀下 9:25 10:40 11:55 13:50 15:00 16:13 17:35
13 和市 9:26 10:41 11:56 13:51 15:01 16:14 17:36
14 深良グランド前 9:27 10:42 11:57 13:52 15:02 16:15 17:37
15 切久保下 9:27 10:42 11:57 13:52 15:02 16:15 17:37
16 切久保 9:28 10:43 11:58 13:53 15:03 16:16 17:38
17 深良支所 9:29 10:44 11:59 13:54 15:04 16:17 17:39
18 上原 9:30 10:45 12:00 13:55 15:05 16:18 17:40
19 上須 9:32 10:47 12:02 13:57 15:07 16:20 17:42
20 深良橋 9:32 10:47 12:02 13:57 15:07 16:20 17:42
21 岩波下 9:33 10:48 12:03 13:58 15:08 16:21 17:43
22 岩波駅 9:34 10:49 12:04 13:59 15:09 16:22 17:44
23 富士見橋 9:37 10:52 12:07 14:02 15:12 16:25 17:47

バス停 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便
23 富士見橋 9:50 11:15 12:15 14:15 15:30 16:35 18:05
22 岩波駅 9:50 11:15 12:15 14:15 15:30 16:35 18:05
21 岩波下 9:51 11:16 12:16 14:16 15:31 16:36 18:06
20 深良橋 9:52 11:17 12:17 14:17 15:32 16:37 18:07
19 上須 9:53 11:18 12:18 14:18 15:33 16:38 18:08
18 上原 9:55 11:20 12:20 14:20 15:35 16:40 18:10
17 深良支所 9:56 11:21 12:21 14:21 15:36 16:41 18:11
16 切久保 9:57 11:22 12:22 14:22 15:37 16:42 18:12
15 切久保下 9:57 11:22 12:22 14:22 15:37 16:42 18:12
14 深良グランド前 9:58 11:23 12:23 14:23 15:38 16:43 18:13
13 和市 9:59 11:24 12:24 14:24 15:39 16:44 18:14
12 南堀下 10:00 11:25 12:25 14:25 15:40 16:45 18:15
11 町田東 10:01 11:26 12:26 14:26 15:41 16:46 18:16
10 町田 10:01 11:26 12:26 14:26 15:41 16:46 18:16
9 町田下 10:02 11:27 12:27 14:27 15:42 16:47 18:17
8 久根 10:03 11:28 12:28 14:28 15:43 16:48 18:18
7 公文名 10:03 11:28 12:28 14:28 15:43 16:48 18:18
6 裾野市民体育館前 10:04 11:29 12:29 14:29 15:44 16:49 18:19
5 裾野赤十字病院 10:05 11:30 12:30 14:30 15:45 16:50 18:20
4 市立鈴木図書館入口 10:06 11:31 12:31 14:31 15:46 16:51 18:21
3 平松上 10:07 11:32 12:32 14:32 15:47 16:52 18:22
2 峰下入口 10:08 11:33 12:33 14:33 15:48 16:53 18:23
1 裾野駅 10:12 11:37 12:37 14:37 15:52 16:57 18:27
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　深良用水は、1670年４月25日に通水し、約350年経過する現在も深良地区をは
じめ近隣市町の農地をうるおしています。通水を記念し、深良用水まつりを開催し
ます。深良用水を建設した先人たちの偉業を、仮装行列やお田植え初めなどのイベ
ントを通じて未来に語り継ぎます。

４月28日㈰　８時40分～14時
深良小学校グラウンド他
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

時間 内容

8:40 仮装行列
東京発電第三発電所前出発

10:00 模擬店など販売開始
10:40 式典開始
11:10 お田植初め
11:10 ステージイベント開始
14:00 もちまき・イベント終了

 イベント
●通水記念仮装行列
　（東京発電第三発電所前～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６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
●子どもたちの遊べる広場
●各地区の模擬店、野菜や特産品の即売
展示
●深良用水に関する写真パネルや資料
●第５回深良用水まつりの写真

仮装行列コース

第６回深良用水まつりを開催
通水当時の衣装の仮装行列が深良地区練り歩く
第６回深良用水まつりを開催
通水当時の衣装の仮装行列が深良地区練り歩く WEBBB

深良支所
992-0400

JAなんすん
深良支店

原区集会所

裾野聖母
幼稚園

上須区公民館
休憩 9:05 着
　　 9:20 発

深良
幼稚園

深良コミセン

岩波駅

深良新田区公民館
休憩   9:45 着
　　 10:00 発

始点　東京発電第三発電所
8:40　出発

終点　深良小学校（会場）
10:30　最後尾到着

394

246
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立地適正化計画
　立地適正化計画は、医療・福祉施設、商業施設など
の誘導施設や住居がまとまって立地するよう、持続可
能なまちづくりを目指すための計画です。都市全体の
構造を見渡して「コンパクトシティ＋ネットワーク」
の考え方で、緩やかな誘導を図ります。

開発や建築をする場合は届け出を
　４月１日㈪以降に次の行為を行う場合は、市へ届け
出る必要があります。
●都市機能誘導区域外で次の対象行為を行う場合
　開発行為▶︎誘導施設がある建築物の建築目的の開発

行為を行おうとする場合
　建築行為▶︎誘導施設がある建築物を新築しようとす

る場合など
●都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止す

る場合
●居住誘導区域外で次の対象行為を行う場合
　開発行為▶︎３戸以上の住宅建築を目的とした開発行

為など
　建築行為▶︎３戸以上の住宅を新築しようとする場合

など

緑の基本計画
　緑の基本計画は、都市計画区域を対象に、都市施設
や公園緑地事業などの調整を図り、緑地の保全および
緑化の推進に関する基本的な方針を示したものです。
　平成16年３月に策定してから15年が経過したため、
関連する計画や法律との整合性を図りました。また、
社会情勢の変化に対応するため、改定しました。この
計画に基づき、市民の皆さんと協働で緑豊かなまちづ
くりを進めます。

空家等対策計画
　人口減少や少子高齢化に伴い、空き家が増加してい
ます。この中には、適切な管理が行われず、放置され
ているものも少なくありません。
　まちづくり課では、空家等対策協議会を設立し、法
務や不動産などの専門家の意見を踏まえた上で「適切
な管理」「利活用の促進」「措置」を基本方針とした
裾野市空家等対策計画を策定しました。この計画に基
づき、空き家対策を総合的に進めます。

　市では、より暮らしやすいまちづくりを目指すため「立地適正化計画」「緑の基本
計画」「空家等対策計画」を策定しました。計画の詳しい内容は市公式ウェブサイト
をご覧ください。

暮らしやすいまちづくりを目指して
立地適正化計画、緑の基本計画、空家等対策計画を策定 WEBBB

都市全体を見渡して…

立地適正化計画のイメージ

立地適正化計画区域
＝都市計画区域

公共交通
ネットワーク

出典：国土交通省資料を一部加工

市街化区域など
居住誘導区域
都市機能誘導区域

連 携

まちづくり課
995-1829
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Photograph

　文化・科学・学習・スポーツなどで優秀な成績を収
めた児童・生徒17人と2チームが表彰されました。髙
村市長から賞状を受け取った受賞者は「努力が実を結
び、受賞できて嬉しい」「現状に満足せず、さらに上
を目指していきたい」など、一人ひとりが受賞の喜び
や今後の決意を述べました。

児童生徒の優れた成績を市長が表彰（３月７日）

　明るい社会づくり運動裾野地区協議会から、黄色い
帽子501個が寄贈されました。毎年贈られている黄色
い帽子は入学式当日に新１年生に配られ、今回で43
回目。交通事故は悲惨な結果となります。新１年生が
よく目立つ黄色い帽子をかぶることで、事故に巻き込
まれないことを願います。

　県がん患者会一歩一歩の会が公衆衛生事業功労者厚
生労働大臣表彰を受け、市長に報告しました。患者や
家族の生きがい作りやがん検診の普及活動を図ること
を目的に活動を続けている功績に対しての受賞です。
大橋代表は「多くの支援者や協力者があっての活動。
授賞を励みにこれからも頑張ます」と話しました。

一歩一歩の活動が実を結び

新 1 年生の交通安全を願い （３月７日）

（３月５日）

　日赤有功会裾野市支部が向田小学校JRC委員会とみ
どり作業所に活動費を寄付しました。寄付金は、向田
小学校ではペットボトルのふた回収や美化活動に、み
どり作業所では奉仕作業で使用する草刈り機の購入に
活用されます。山口郊治郎会長は「地域に対するボラ
ンティア活動を今後もお願いします」と述べました。

人道・博愛の精神で活動を支援 （３月４日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　生涯学習センターで生涯学習
フェスティバルゆうあいプラザ
祭が開催されました。このイベ
ントは、生涯学習センターの教
養講座の講座生と利用団体が日
頃の成果を発表するものです。
軽快なリズムのヒップホップダ
ンスや華やかな衣装をまとって

フラダンスなどを、ステージ上での披露しました。手芸作品などの展示や
ピラティスなどの体験も行われ、子どもから大人
まで多くの人が訪れ楽しんでいました。これを機
会に講座生や利用者が増えることを期待します。

　ファインダー越しに舞台上
の演技者達の息遣いや緊張感
がひしひしと伝わり、思わず
たくさんシャッターを切って
いました。一生懸命な姿を見
て、感動の涙でファインダー
が曇ってしまいました。

広報特派員　中村 隆司
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　みらいのパパ･ママスクールが東中学校３年生113
人を対象に行われました。誕生学アドバイザーの植田
正美さんが、親となることの大切さや責任、男性も共
に育児・子育てをする大切さについて話しました。生
徒たちは妊婦ジャケットや赤ちゃん人形で、妊婦の大
変さを体感しました。

尊重し合える大人になるために （３月８日）

　消防ポンプ車の貸与式が裾野消防署で行われました。
西分団で20年間稼動してきたポンプ車を更新しまし
た。分団長へ車両の鍵が引き渡されたあと、車両の安
全祈願をしました。大平西分団長は「貸与される車両
を責任をもって管理し、訓練に励み、分団活動を充実
させます」と誓いの言葉を述べました。

特派員：杉本 武滿

地域消防力の更なる強化へ （３月10日）

■日頃の活動の集大成を披露 （３月３日）



　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。
平成31年度対象の人には、４月上旬までに通知しま
す。協力医療機関で接種してください。

接種可能期間
　４月１日㈪～2020年３月31日㈫
助成が受けられるのは生涯１度

●接種日に市に住民登録があり、高齢者肺炎球菌ワ
クチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワク
チン）の接種を受けたことがなく、今年度に65・
70・75・80・85・90・95・100歳以上になる人

　●接種日に60歳から64歳までの人で心臓、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人　※接種する前に
健康推進課にお問い合わせください。
2,000円　※生活保護世帯の人は事前に免除申請す
ると無料になります。

接種券、予防接種手帳（お持ちの人）
助成が受けられるのは、生涯１度ですが、接種後、
肺炎予防効果は徐々に落ちていきます。再接種につ
いてはかかりつけ医療機関に相談してください。

こんなときは手続きを
　●転出したとき▶︎転出先では裾野市の接種券は使え

ません。転出先の市区町村にお問い合わせください。
　●裾野市・沼津市・長泉町・清水町の協力医療機関

以外で接種を希望するとき▶︎希望する医療機関での
接種が可能か健康推進課へ事前にお問い合わせの上、
お越しください。

予防接種後健康被害救済制度
　定期の予防接種による副反応のために、医療機関
で治療が必要になったり、生活が不自由になったり
するなどの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。
健康推進課　992-5711

　静岡がんセンターの医師が、最新のがんの治療方法
や予防方法、検診などの解説や質疑応答、タウンミー
ティングを行います。

とき 内容

４月13日㈯ がん医療の最前線
大腸がんの内視鏡診断と治療

５月12日㈰ 乳がんの早期発見・診断・治療
がん体験者の声に応えるために

６月15日㈯ 前立腺がんの診断と治療
がんの放射線治療

７月６日㈯ 膵がん治療の新しい展開
知って安心！痛みの治療

８月10日㈯ 子宮がんの予防と治療
骨軟部肉腫と骨転移の治療

８月31日㈯ 胃がんの最新治療
感染症から身を守る

９月23日㈪ 肺がんの最新治療
希少がんの話

※時間は、いずれも13時～15時40分ごろ
三島市民文化会館大ホール（三島市一番町）
静岡がんセンター総長、病院長、副院長など
はがきまたはファクス、メールで、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
レスを明記してお申し込みください。

申し込み先／はがき▶︎〒410-8560（住所記入不要）
　静岡新聞社・静岡放送 東部総局５階 業務部「静岡

がんセンター公開講座」係
　ファクス▶︎962-6752
　メール▶︎toubugyoumu@shizuokaonline.com　

※件名を「静岡がんセンター公開講座」としてくだ
さい。
三島市民文化会館窓口でも受け付けます。
健康推進課　992-5711

　静岡新聞社・静岡放送 東部総局 業務部
　962-652

高齢者肺炎球菌定期予防接種
WEBBB

静岡がんセンター公開講座2019受講者募集
「そこが知りたい！がん医療」 WEBBB
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　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。水田などを活用し、対象となる作物を作付け、
販売した農家には交付金が交付されます。

 畑作物の直接支払交付金
　麦、大豆、そば、なたねを生産・販売している認定
農業者、集落営農、認定新規就農者に交付されます。
 水田活用の直接支払交付金
　水田を活用して、戦略作物や地域特産物で対象作物
を生産し、販売している農業者に交付されます。
対象作物
●戦略作物▶︎麦、大豆、飼料作物、加工用米、WCS

用米、米粉用米、飼料用米
●市町ごとに設定する地域特産物など（産地交付金）

▶︎ヤマトイモ、イチゴ、モロヘイヤ、そば、なたね、
芝、種苗、景観作物

 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、部農
会長に提出してください。共済加入者や昨年度申請者
には部農会経由で配布します。
申請期限／５月10日㈮

農林振興課　995-1823

特産物奨励交付金・地域特産作物活性化
支援事業交付金（市単独事業）
　畑作物や水田活用の直接支払交付金の申請者の
中から、該当する人には2020年２月ごろに別途
案内します。
対象作物
●特産物奨励交付金▶︎ヤマトイモ・イチゴ・モロ

ヘイヤ・酒米
●地域特産物活性化支援事業交付金▶︎そば（作付

農地の地目が田または畑のもの）

　入学や進級を迎える４月は、子どもの歩行中・自転
車乗用中の交通事故が増加する傾向にあります。家庭
などで交通安全について話し合い、交通安全意識を高
めましょう。また、道路を通行する際は心と時間に余
裕を持ち、安全運転を心がけてください。

「新入学（園）児を交通事故から守る県民運動」を実施
４月４日㈭～10日㈬

運動の目的
　家庭・学校・地域が一体となり、安全で安心な交通
環境を構築し、新入学（園）児の交通事故防止を図り
ます。
新入学（園）児の交通事故防止
　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。

「春の全国交通安全運動」を実施
５月11日㈯～20日㈪

運動の目的
　市民一人ひとりが、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ります。
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
５．安全確認「止まる・見る・待つ」の徹底

春の全国交通安全運動の実施期間は、市政カレン
ダーに４月６日㈯～15日㈪と記載されていますが、
正しくは５月11日㈯～20日㈪です。
危機管理課　995-1817

経営所得安定対策 交付金の交付
交付金の申請は5/10㈮まで WEBBB

新入学(園)児を交通事故から守ろう！
安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ WEBBB
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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してい
ます。

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、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
活動維持のための補助金の交付、活動に必要な物品
の貸与や支給、活動の周知、ボランティア活動保健
に加入するための手続きなど

補助金限度額

活動年度 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 １万１千円 ２万２千円 ３万３千円

活動までの流れ／①市民協働室へ活動場所・内容を相
談し、計画書や名簿を提出します。②内容合意後、

ボランティア活動保険の加入手続きをし、補助金の
関係書類を提出すると、補助金が交付されます。③
補助金を活用し、必要な物品などを購入し環境美化
活動開始します。活動内容などを年度末に報告しま
す。

市民恊働室　992-6900

　国民健康保険に加入し一定の要件を満たしている人
を対象として、脳ドックと人間ドックの助成を行いま
す。受診を希望する人はお申し込みください。

脳ドック・人間ドックで病気を早期発見
●国民健康保険証の資格取得年月日が平成30年４
月１日以前の人

　●国民健康保険税の未納がない世帯の人
　●平成31年度の国保特定健診を受診しない人

５月11日㈯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13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12日㈰は
受け付けません。
国民健康保険証　※申し込む人全員分
●助成額の上限は３万円です。

　●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。

　●治療中の人は、医師と相談の上お申し込みくださ

い。
　●ドックを受診した人は保健指導の対象となる場合

があります。
　●脳ドックは、特定健診の検査項目を満たすため、

特定健診と重複して受診することはできません。
40歳以上の人は、脳ドックか６月10日㈪から開始
する国保特定健診のいずれかを受診してください。

脳ドック
実施期間／７月１日㈪～2020年１月31日㈮

昭和20年４月１日から平成２年３月31日までに生
まれた人
200人

人間ドック
実施期間／７月１日㈪～12月16日㈪

昭和55年４月１日から平成２年３月31日までに生
まれた人
20人
国保年金課　995-1814

きれいなまちづくり推進事業
ボランティア団体を補助 WEBBB

国保の脳ドック・人間ドック申込開始
5/11㈯から先着順で受け付け WEBBB

地域一体となって活動
　きれいなま
ちづくり推進
事 業 は 平 成
23年度から
開始し、現在
は16団体が
活動していま
す。桜の木の
枝打ちをしたり、裾野高校ボランティア部と共同
で活動したりしている団体もあります。

▲裾野原緑の会と裾野高校ボランティ
ア部による花植えの様子
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　後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を
納めます。
　保険料は、被保険者全員が平等に負担する「均等
割」と、前年中の所得に基づき計算される額の合計で
構成されています。その内、「均等割」は世帯の所得
に合わせて軽減されます。平成31年度は、「均等
割」の軽減措置が改正されます。

保険料均等割の軽減対象が拡大
　所得が低い人の負担軽減を図るため、均等割５割・
２割軽減の範囲が拡大されます。

軽減割合 世帯主および全ての被保険者の総所得金額
などの合計

５割軽減 33万円＋28万円×世帯の被保険者数

２割軽減 33万円＋51万円×世帯の被保険者数

軽減措置の特例を見直し
　平成31年度から、世代間の公平の観点などから、
特例が見直されます。

軽減判定所得
基準額

年度

33万円以下（かつ、被保
険者全員の年金収入が
80万円以下で、その他の
所得がない場合）

33万円以下

平成30年度まで ９割軽減 8.5割軽減

平成31年度 　８割軽減※ 8.5割軽減

平成32年度 　７割軽減※ 7.75割軽減

平成33年度から 　７割軽減※ ７割軽減

※年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強
化などの支援策の対象となります。ただし、世帯に
住民税が課税されている人がいる場合は対象となり
ません。年金生活者支援給付金の支給額は納付実績
などに応じて異なります。
国保年金課　995-1813

人権を守るパートナー　人権擁護委員
　市内には、法務大臣から委嘱された６人の人権擁護
委員がいます。隣人とのもめ事、いじめ、差別、ＤＶ
などの相談に応じます。

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

人権擁護委員（敬称略）

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

毎月20日　
　●偶数月▶︎10時～12時　13時～15時
　●奇数月▶︎10時～12時
　※20日が土・日曜日、祝日の場合はその直後の平日

市役所４階会議室

行政相談委員
（敬称略）

戦略広報課　995-1802

後期高齢者医療保険料の軽減措置が改正
均等割額の軽減措置が変わります WEBBB

人権相談・行政相談
困り事をご相談ください WEBBB

渡邊 早苗 池田 宗久 川口 美津子

湯山 貴志子 芹澤 隆伸
大森 紀行 渡邉 秀行 勝又 敦子
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　平成31年度から、出産前後の一定期間の国民年
金保険料が免除される制度が始まります。
免除期間／出産予定日または出産日が属する月の前

月から４カ月間
　※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が

属する月の３カ月前から６カ月間
国民年金第１号被保険者で出産日が平成31年２
月１日㈮以降の人

届出時期／出産予定日の６カ月前から
国保年金課または沼津年金事務所にある申請書に
必要事項を記入して直接提出してください。

　※申請書はホームページからダウンロードできま
す。

持ち物／年金手帳　※代理人が申請する場合は、は
んこ・届出人（代理人）の身分証明書が必要
国保年金課　995-1813

　沼津年金事務所　921-2201

　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31年４月１日現在で70歳以上の市に住民登
録のある人
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。

助成券が使える治療院 電話番号
中部リバース 997-3211

ウエルネスヒロコ 994-0111

高田鍼
しんきゅう

灸指圧治療院 993-9197
フィールウェーブ治療院 992-2969

はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802

セラピス接骨院 960-9880
らく笑マッサージ in 992-8039

社会福祉課　995-1819

産前産後期間の国民年金
保険料を免除 WEBBB

はり・灸・マッサージ
治療費の助成 WEBBB

　皆さんから募集した富士山を題材にした写真、絵
画、陶芸などの作品を展示します。

４月20日㈯～６月23日㈰
開館時間／９時～16時30分
休館日／月曜日（祝日の場合は火曜日）、祝日の翌
日（土・日曜日の場合は開館）

富士山資料館特別展示室
大人210円、小・中学生100円
富士山資料館　998-1325

　パノラマロード沿いにある桜と約20,000平方
メートルの畑に種がまかれた菜の花の見頃に合わせ、
祭りを開催します。飲食物の販売やイベントを行い
ます。
　菜の花の見頃は４月中旬までの見込みです。富士
山と花々の共演をお楽しみください。

４月６日㈯～21日㈰
パノラマ遊花の里（梅の里・ヘルシーパーク裾野
入り口）
飲食物の販売やイベント

イベント
４月６日㈯・７日㈰　９時～15時
軽食の販売、フラダンスなどのステージイベント、
写真コンテスト入賞作品の展示など
観光協会

　992-5005

ふるさと富士山芸術展
WEBBB

富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり WEBBB
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おしらせ
市指定給水装置工事
事業者の休止
　次の業者を休止しました。
●有限会社 小澤土建

茶畑930-1
TEL 992-1401

上下水道工務課　995-1834
し尿・浄化槽汚泥処理収集の休業
　し尿・浄化槽汚泥の収集を休業
します。
休業期間／４月27日㈯～５月６

日㈪
収集業者／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
休業前の清掃の受け付けは４月
15日㈪までです。
生活環境課　995-1816

市開発行為に伴う道路整備補助金
を交付
　市では、良好な市街地の開発を
さらに促進するため、宅地分譲に
よる開発許可を受け道路を整備し
た事業者に対し、補助金を交付し
ます。
対象事業／一戸建て住宅を建てる

ために市街化区域の開発許可を
受けた事業

対象道路／開発区域内の新設・拡
幅道路と開発区域に接続する拡
幅道路で、市道認定基準を満た
し、市に帰属されるもの

補助額／１平方メートルあたり
7,500円（上限500万円）
2022年３月31日㈭
まちづくり課　995-1828

各種証明書のコンビニ交付
利用停止
　新元号対応に伴うシステム改修

のため、コンビニでの住民票・所
得証明書・印鑑証明書の発行を終
日停止します。

４月23日㈫
市役所と各支所では各種証明書
を発行することができます。
市民課　995-1812

交通信号機の運用変更
　次の２カ所の信号機について運
用を変更しました。
●御宿平山交差点（国道246号）

通勤時間帯の渋滞緩和策のため、
交差点の市道側に右折矢印信号
を設置しました。

● 裾 野 市 役 所 東 交 差 点 （ 市 道
2-45号線）
歩行者の安全確保のため、歩車
分離式信号へ切り替えました。
裾野警察署　995-0110

猫の去勢・不妊手術補助金制度
　市では、猫の適正飼養を促進し、
飼い主のいない猫の増加を防止す
るため、猫の去勢・不妊手術に対
して補助金を交付しています。
補助額／飼い猫・特定の飼い主の

いない猫▶︎オス5,000円、メス
10,000円

　地域猫▶︎オス7,500円、メス
15,000円
生活環境課にある申請書類に必
要事項を記入して、手術を行っ
た日を含め60日以内に提出し
てください。
地域猫の補助は、地域猫活動補
助金要綱に規定された猫で区が
申請したものに限ります。
生活環境課　995-1816

すみれ相談
　大切な人を自死で亡くした人の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

５月８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 
二胡の演奏会

４月24日㈬　12時15分～45分
市役所地下テラス　※雨天の場
合は多目的ルーム
二胡ユニット「アンジェリア」
による二胡の演奏
シビックプライド推進室

　995-1803
国保高齢受給者証交付会
　５月１日㈬から対象となる人に、
受給者証を交付します。

４月25日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年４月２日～５月１日
に生まれた人
対象の人には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
人や通知のない人はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

銃砲刀剣類登録審査会
　新たに銃砲刀剣類を取得した人
は、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14日㈫ 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）

　※県収入証紙は会場内の売店
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
県文化財課　054-221-3158

Information
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Information

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

おしらせ
市民無料相談

４月22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（空き家・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

東部わかちあい　すみれ会
　大切な人を自死で亡くした人の
集いです。匿名で参加できます。

４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
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23日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
５月９日㈭

国保年金課　995-1813
弁護士による法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

５月20日㈪　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
５月７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

教室・講座
子育てセミナー

６月25日～2020年２月18日の
毎月第２または第３・４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

20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
受講生同士の意見や情報の交換
４月８日㈪～５月31 日㈮
託児があります。

生涯学習課　994-0145

募　集
障がい者スポーツ大会・わかふじ
スポーツ大会
　障がいのある人の自立と社会参
加の促進を目的とし、８月下旬～
９月にかけて競技大会を行います。

サッカー、ソフトボール、陸上
競技など
障がい福祉課にある申込書に必
要事項を記入し、個人競技は障
がい福祉課に、団体競技は（公
財）県障害者スポーツ協会に提
出してください。
４月８日㈪～５月７日㈫
障がい福祉課　995-1820

　（公財）県障害者スポーツ協会
054-221-0062

市営墓地使用者（第16期）
①市に住民登録があり、市内に
墳墓を持っていない人

　②沼津市、三島市、御殿場市、
長泉町、清水町、小山町に住民
登録がある人、または市内の事
業所に勤務している人で、市内
に墳墓を持っていない人

募集区画／３㎡の標準タイプ10
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区画
永代使用料／①430,000円
　②570,000円
墓地管理料／5,140円（年額）

墓所使用申込書と本籍地が記載
された住民票を生活環境課に提
出してください。

使用区画抽選会／４月26日㈮、
５月31日㈮、６月28日㈮、７
月31日㈬
各使用区画抽選会前日
使用者を決定する際には、現に
焼骨などを有し、埋蔵を希望し
ている人を優先します。
生活環境課　995-1816

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19日㈰　９時30分～
市民体育館
市内に住んでいるか、通勤・通
学している人
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５日㈮～５月５日㈰
●監督者会議（抽選会、大会注

意事項の説明）を５月10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17日㈰に小山町で
行われる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
サマーショートボランティア
活動計画
　県内の社会福祉施設、社会教育
施設のボランティア活動体験を行
います。

８月1日㈭～30日㈮の内、原則
４日間以上
中学生以上でボランティアに関
心のある人
1,000円
申込用紙に必要事項を記入し、
県ボランティア協会へ郵送して
ください。
５月15日㈬～６月19日㈬
事前研修会、施設オリエンテー
ションへの参加が必要です。
県ボランティア協会

　054-255-7357
〒420-0856　静岡市葵区駿府
町1-70県総合社会福祉会館内

人口統計　３月１日現在

人口 51,946人
男性 26,357人　女性25,589人

４月の税金・料金
納付期限：５月７日㈫

固定資産税・都市計画税	第１期分

水道料金・下水道使用料	第１期分

４月の水道工事当番店

６日㈯ 工管設
☎︎993-1603

７日㈰ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

13日㈯ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

14日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎︎997-0701

20日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

21日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎︎997-2704

27日㈯ ㈱小島屋商会
☎︎998-0019

28日㈰ 田央設備㈲
☎︎997-5175

29日㈪ 杉山産業
☎︎992-1131

30日㈫ ㈱植松水道
☎︎992-4644

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 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　

インフォメーション
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日 内 科 外 科 小児科

救急協力医 April4月
救急協力医テレホンサービス
983-0115

救急協力医は変更になる場合があります。
事前にお問い合わせください。

― 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㈪ あそうクリニック 929-7575 筒井町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈫ 望月内科医院 931-5362 下香貫 青木整形外科医院 922-0521 高島町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

3 ㈬ 森医院 966-2017 石川 えがわ医院 921-5148 高島本町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

4 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

5 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

7 ㈰

込宮クリニック 992-8686 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川

大沢医院 931-1019 御幸町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

柿田川医院 973-3601 柿田 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

8 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 東医院 921-5520 高沢町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

9 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈬ 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

11 ㈭ 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

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

13 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

14 ㈰

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

武藤医院 931-0088 三園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下

15 ㈪ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

16 ㈫ 大庭内科・
消化器科クリニック 995-1123 佐野 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

17 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 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

18 ㈭ 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

19 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 守重医院 931-2511 我入道
江川 田中医院 921-2053 高島町

20 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松
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日 内 科 外 科 小児科

21 ㈰

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

きせがわ病院 952-8600 大岡 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

22 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

24 ㈬ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 白石医院 951-4593 市道町 西村医院 971-6510 下土狩

25 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

26 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

27 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
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

28 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

岡田医院 921-5321 新宿町 西村医院 971-6510 下土狩

森岡医院 962-1084 大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町

29 ㈪

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 東医院 921-5520 高沢町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 よざ小児科医院 967-5722 原

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

30 ㈫

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

杉山病院 963-4114 錦町 静岡医療センター 975-2000 長沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

稲玉内科クリニック 991-5111 伏見

日 耳鼻科 ８時〜17時 眼 科 ８時〜17時 産婦人科 ８時〜17時 歯 科 ９時〜15時
7 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック

0545-53-3321 伝法
静岡医療センター
975-2000 長沢

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

西島歯科医院
988-3162 納米里

14 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

永井眼科
980-1777 萩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さなだ歯科医院
997-2100 御宿

21 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

聖隷沼津病院
952-1000 松下

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

28 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

29 ㈪ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩

30 ㈫ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

栗田歯科医院
986-1667 下土狩

 沼津夜間救急医療センター
沼津市日の出町1-15 926-8699
平 日　20時30分〜翌朝７時
土・日曜日、祝日　18時〜翌朝７時

 三島メディカルセンター
三島市南本町4-31 972-0711
平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時　日曜日、祝日　9時〜21時

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

救急協力医
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すくすく
成長中！

　市内に住んでいる３歳０ヵ
月までの子どもを紹介！
　掲載を希望する人は、戦略
広報課へお申し込みください。 畠山 里

り ほ
歩さん

（２歳11カ月・御宿台）

金谷 遥
は る と

斗さん
（３歳・富沢）

田川 瑛
え い と

人さん
（３歳・伊豆島田）

山﨑 瑛
え い じ

智さん
（３歳・上町）

大橋 和
わ こ

心さん
（２歳６カ月・御宿坂上）

4月

2
019

年
 ４

月
号

N
O

.1374

福祉保健会館　 健康推進課　992-5711★は申し込み不要です。
●は健康推進課へお申し込みください。

★乳幼児健康相談
　 ８日㈪・22日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 22日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 26日㈮　18時30分～20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 15日㈪　13時～15時 
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ８日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 26日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 22日㈪　13時30分～15時30分
　 こころの悩みに関する相談を希望する人
●６か月児育児教室
　 10日㈬　９時～９時15分
　 平成30年10月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 16日㈫　13時～13時30分
　 平成29年９月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 11日㈭　13時～13時15分
　 平成28年10月生まれの人
★３歳児健康診査
　 18日㈭　13時～13時30分
　 平成28年３月生まれの人




