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　新緑が輝く小柄沢公園にさく
ら保育園分園のこいのぼりが飾
られました。毎年端午の節句に
は、同公園と中央公園で色とり
どりのこいのぼりが飾られてい
ます。岸から岸へ飾られ川を泳
ぐかのようなこいのぼり。子ど
もたちの健康と成長を願います。

　市内で建設業を営む秋山さんは、旅行が趣味で観光
分野に興味がありました。「観光に関して熱い気持ち
があれば職種は関係ない」と20年ほど前に観光協会
に入会し、現在は会長職に就き４年目になります。
　観光協会は、より活動の幅を広げ裾野の観光の活性
化を図るため本年度から法人化しました。「法人化し
たことで、より責任のある団体になりました。市の観
光が発展するよう、新たな取り組みを考えたいです」
と話します。
　中央公園を訪れる観光バスは年間200台以上。訪れ
た人々に対し、園内の案内やパノラマロードの紹介、
市内の施設のパンフレットを配布しています。「街の
中の公園に滝があるのは全国的に見ても珍しいと思い
ます。このことをもっと市内外にアピールして、認知
度を高めるとともに、イベントなどを通じて地元の人
も親しみやすい公園になるよう努めていきます」と秋
山さん。

　毎年５月は中央公園で
みどりまつりを開催して
います。今回は出店者を
含めて20以上の団体が
祭りの運営に関わります。

「地元の一大イベントとして盛り上げ、来場者が少し
でも木や植物に関心を持てるよう
なきっかけ作りをしたいです」と
希望に満ちた笑顔で話してくれま
した。

熱い気持ちで観光の発展を
（一社）観光協会　会長

秋山 清美さん（千福・65歳）
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新緑を泳ぐ



　新緑が広がり、川音が聞こえる
自然豊かな中央公園で五竜みどり
まつりを開催します。緑に触れ、
緑の大切さを感じてください。

(一社)観光協会　992-5005

５月18日㈯　９時～16時
５月19日㈰　９時～15時

と き

　模擬店では、子どもから大人
まで楽しむことができます。

　ステージでは、市内外の団体
がチアダンスやフラダンスなど
を披露します。

植木・展示販売
ステージイベント・模擬店
福餅まき・豆自動車コーナー
18日㈯のみ▶小動物ふれあい広場
19日㈰のみ▶看護相談・栄養相談
　コーナー

内 容

中央公園

ところ

　国指定重要文化財の旧植松家
住宅で山草木盆栽などを展示し
ます。

五
竜
み
ど
り
ま
つ
り
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口の中から健康生活
いつまでも  続くけんこう  歯 の力

このまま
健康な歯を
保とう！

肺

子宮

胎児の低体重・早産
歯周病菌が妊婦さんの胎盤から胎児に入り、悪
影響を及ぼすことで早産や低体重児の確率が高
くなります。

糖尿病
血糖値がコントロールできず高い状態が続く病
気で、重篤な合併症を引き起こします。歯周病
菌が血液中に侵入すると、血糖をコントロール
しているインスリンの働きを妨げ、糖尿病を悪
化させます。

誤
ご え ん

嚥性肺炎
飲み込む機能が低下して歯周病菌などの細菌が
誤って肺に入り込むと、肺炎にかかることがあ
ります。

　歯を失う大きな原因の１つに歯周病があります。歯は、食べ物が初めて出会う
「消化器」であるだけに、歯周病で歯を失うと、体全体に大きな影響が及びます。
さらに、歯周病が全身のさまざまな病気に関わっていることが分かっています。健
康な歯を維持するために食後の歯磨きや食事の見直しに加え、歯科医師による定期
健診が重要です。

健康推進課
992-5711

　市内の３歳児・５歳児のむし歯有病率は全国・
県平均とも下回っています。
　今後も丈夫できれいな歯を保つためにも日頃の
ケアが大切です。
むし歯有病率

３歳児健診 ５歳児健診
全国（平成28年度） 15.8％ 39％

静岡県（平成29年度） 9.8% 32.6%

裾野市（平成29年度） 7.9% 30.5%

　歯周病は、糖尿病や肺炎などのさまざまな全身
疾患と関連があるといわれています。最近では、
メタボリックシンドロームとの関連性も指摘され
ています。20～30歳代の若い世代でも油断せず
に口腔ケアが必要です。

　　むし歯や歯周病が体に及ぼす影響は？

　　市内の子どもはむし歯が少ない
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　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41回よい歯をつくる親子のつど
い”を開催します。

６月８日㈯
　式典▶13時～13時30分
　催し物▶13時45分～15時30分

市民文化センター
●歯科医師による無料相談

　●親子で工作～お口によいおもちゃ作り～
　●歯科衛生士による歯みがき指導
　●フッ素の入った液でブクブクうがい　他

噛むカムケア8
はちまるにいまる

020コンクール
　市内に住んでいる80歳以上の人で20本以上自分
の歯がある人（誕生日が昭和14年4月1日以前の
人）に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
　市内に住んでいる70歳以上の人（誕生日が昭和
14年４月２日～昭和24年４月１日の人）で20本以
上自分の歯がある人に、式典で認定証と記念品を進
呈します。
※事前検診を受けた後、申し込みが必要です。詳細

については、健康推進課へお問い合わせください。
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１日㈯～６日㈭　９時～15時
　６月８日㈯　13時45分～15時30分
　※6月３日㈪は休館日です。
展示場所／市民文化センター２階展示室

　歯科検診などの際に保護者から「子どもの歯並び
が気になるが、いつ治療を始めたらいいか分からな
い」という質問をよく受けます。早期発見・早期治
療を基にした“早ければ早いほどいい”という考え
は矯正治療のタイミングにあっては必ずしも正解で
はありませんが、間違いでもありません。
　矯正治療つまり歯並び・噛み合わせの治療は終了
までに２～３年を要します。子どもの矯正治療はお
よそ小学生の間に行う治療を指します。６年生まで
にある程度問題解決、形にしようと思うと逆算して
２～３年生には治療を開始したいところとなります。
ただ、症例によってはもう少し早い方がいい、ある
いは遅くてもいいということも当然あるので、これ
はあくまでも目安です。
　治療するかどうかに関わらず就学時のタイミング
で一度、歯科医院の歯並び相談を受診することをお
勧めします。早いタイミングで歯並び・噛み合わせ
の現状が把握できていればそれだけでひとまず安心

ですし、今後治療開始にふさわしいタイミングを逸
してしまうということも避けられるためです。子ど
もの歯並びを眺めて「治療はいつがいいかなぁ」と
ぼんやり考えている保護者も多いと思います。「治
療開始」をいきなりスタートラインとして考えてし
まうと、治療には費用や通院、矯正装置のことなど
煩雑に感じられることも多いので、ついつい後回し
になりがちです。まずは現状の早期把握や早期発見、
その次に治療開始の必要性をゆっくり考えるという
構え方が大事でしょう。

　　イベント概要 　　コンクールの募集とポスター展示

子どもの矯正治療を始めるのに
ふさわしいタイミングは？

わたなべ
歯列矯正クリニック

院長 渡邉 哲平さん

●●●●●●●●●●  健康と歯のフェスティバル  ●●●●●●●●●●
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Photograph

　市は、裾野警察署、静岡犯罪被害者支援センターと
犯罪被害者支援の連携協力に関する協定を結びました。
犯罪被害者などの支援の連携、権利利益の保護を図る
ため、積極的に協力していくことを定めたものです。
犯罪被害者に寄り添った活動を着実に進めるという意
思を確認し合いました。

犯罪被害者を一体となって支援 （３月25日）

　第３回さくらマルシェが市民文化センターで行われ
ました。今回はミュージックワークスとの共同開催で、
地元アーティストなどのライブやパフォーマンスも行
われました。出店した50以上のブースで桜をテーマに
した食べ物や手作り商品が提供され、来場者は咲き始
めの桜並木を散策しながら楽しみました。

特派員：渡邊 英機、勝又 しんじ

　生涯学習センターでみらい会議が開催され、市民の
皆さんや市職員など約60人が参加しました。みらい会
議実行委員の活動成果報告の後、グループに分かれ
「SIMすその2030」という財政シュミレーションゲー
ムやSWOT分析などを通じて、ICTやAI時代のまち
づくりにおけるデータ利活用の大切さを学びました。

特派員：鈴木 敬盛

データ利活用で未来の裾野を考える

春の訪れを告げる手作りマルシェ （３月31日）

（３月24日）

　西地区戦没者追悼式が二本松公民館で行われました。
本年度から西地区遺族会が主催となった式典には約
60人が参列しました。式典では中学生による平和作
文や遺族による体験談が語られました。祭壇に参列者
が家庭の庭に咲いている花々を飾り、歴史を語り継ぎ、
平和を守ることを誓いました。

戦没者への慰霊と平和を祈念 （３月21日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　春は桜のイベントが多く行
われます。今回もウキウキしな
がら会場を訪れました。家族
連れが多く、会場には子ども
たちの笑い声が溢れていまし
た。裾野市はイベントが多く
開催されているので、また楽
しみながら取材をしたいです。

広報特派員　杉本 武滿

　春フェスタ2019が、矢崎総
業㈱Y-CITYで開催されました。
咲き始めた桜に囲まれた会場は、
春の香りでいっぱいでした。ス
テージ上ではヒーローショーや
矢崎保育園園児によるかわいら
しいダンスなどが披露されまし

た。はしご車やパトカーなども展示され、白バイの試乗体験に子どもたち
は大興奮していました。出展屋台の食べ物に花より
団子の子どもたちもチラホラいて、普段はあまり立
ち入ることのない場所で、思い思いの楽しみ方を満
喫したイベントとなりました。
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（３月30日）

　消防団委嘱状交付式が市民体育館で行われました。
新入団員を代表し、深良分団の草苅一史さんが「誠実
かつ公平に消防職務の遂行にあたることを固く誓いま
す」と力強く宣誓を行いました。式に併せて、消防出
初式写真コンクールの表彰式が行われ、優秀者に賞状
と記念品が贈られました。

新たな団員を迎え消防力向上へ （４月１日）

　第８回富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜まつ
りがパノラマ遊花の里で行われました。パノラマロー
ドを花でいっぱいにする会が市民の皆さんと育てた菜
の花や桜が見頃を迎え、来場者は写真を撮ったり、出
店の食べ物を食べたりしながら春のぽかぽか陽気を楽
しみました。

花の名所で菜の花 & 桜まつり （４月６・７日）

■春まつりでころころ笑う子どもたち



　「自分は大丈夫」と思っていませんか？ 今あなたに必要なことは“病気
を未然に防ぐこと”“病気を早期に発見すること”です。健康だからこそ
「特定健診・後期健診、成人健康診査」を受診しましょう。

生活習慣病の予防と早期発見のために
特定健診・後期健診、成人健康診査　～健康生活を応援します～

国保年金課　995-1814
健康推進課　992-5711

特定健診とは
　特定健診は、糖尿病や高脂血症、高尿酸血症などの
生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし
た健診です。「身体計測」「血圧測定」「血液検査」
などを行います。
早めにチェック！ 病気は未然に防ぎましょう
　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、特定健診を毎年受けることが大切です。特定健
診・後期健診を積極的に受診し、自分の健康状態につ
いて正確な知識を持ち、健康を維持するために健診を
上手に役立てましょう。
特定健診・後期健診　～対象者に受診券を送付～

６月10日㈪～10月31日㈭
●昭和55年３月31日以前に生まれた人で、４月１
日時点に当市で国民健康保険の適用を受けている人

　●後期高齢者医療被保険者（原則75歳以上の人）
　●次の人は対象になりません。
　・受診日時点、当市で国民健康保険の適用を受けて

いない人
　・本年度、国保脳ドックを申し込んだ人
　・施設などに入所中の一部の人

国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・
受診券（うぐいす色）

個人負担金▶800円
　※後期高齢者医療被保険者や本年度75歳になる人

は無料です。
●健診場所や検査項目の詳しい内容は、受診券に同
封の一覧表または市公式ウェブサイトをご確認くだ
さい。

　●例年、８月を過ぎると大変混み合いますので、早
めの受診がおすすめです。
国保年金課　995-1814

健康はあなたの財産です
　年齢やそれまでの健康状態に関係なく、突然がんが
見つかることもあります。日本人の２人に１人は、一
生のうちに何らかのがんにかかるといわれるほど、身
近な病気です。早期のがんであれば、治せる可能性も
高く、治療も軽く済むことが多いです。がん検診を受
けることで、がん以外の病気、ポリープや腫瘍なども
見つけることができます。年１回の健康診査で、病気
を早期に発見しましょう。
成人健康診査

６月10日㈪～10月31日㈭
４月１日時点で市に住民登録がある対象者には受診
票を送付します。
受診票、保険証、クーポン券（対象者へのみ別送し
ます）

個人負担金▶検診種類により異なります。検診場所、
個人負担金の詳しい内容は、受診券および同封の一
覧表または市公式ウェブサイトをご確認ください

本年度からの変更点
胃がん内視鏡検診▶対象年齢を55歳以上から50歳以

上に引き下げました。また、毎年実施から隔年実施
に変更しました。本年度は50歳～55歳と56歳以上
の偶数年齢の人が実施対象です。

乳がん検診▶対象年齢を40歳以上に引き上げました。
また、エコー検診が中止となりました。

健康診査種類▶肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診・
大腸がん検診・肺がん検診・胃がん（バリウム／内
視鏡）検診・乳がん検診・子宮頸がん検診・成人歯
周疾患検診
●成人歯周疾患検診の詳細は、市公式ウェブサイト
をご確認ください。

　●実施医療機関、検診種類によっては、事前に予約
が必要なものがあります。

　●検診後の成人健康相談や歯科相談など、無料事後
相談を行っています。健康推進課に予約してくださ
い。
健康推進課　992-5711

WEBBB
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　すそのーるの運行区域外に住んでいる高齢者に、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。

すそのーるの運行区域外に住んでいる人が対象
　市に住民登録があり、次の対象地区に住んでいて、
昭和24年４月１日までに生まれた人

桃園区 峰下市の瀬区 公文名４区
中里区 矢崎区 公文名５区

田場沢区 トヨタ区 和泉区
森脇団地区 御宿台区 麦塚区
上ケ田区 千福が丘区 深良新田区
今里区 上城区 千福区

今里上区 呼子区 御宿新田区
下和田区 金沢区 須山地区全域

助成券を使用できる交通機関
　市内を運行する次の事業者の路線バス・タクシーで、
乗降場所のどちらかが市内である場合です。

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
助成額▶１回の乗車につき200円まで
助成券の交付枚数▶同一年度１人につき100円券を

20枚
有効期限▶令和２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。他の助成券などとの併用はできません。

助成券を利用するには申請の手続きが必要
企画政策課、各支所
本人確認のできるもの（マイナンバーカード、パス
ポート、自動車運転免許証など）

　※代理人が申請する場合は、対象者と代理人の本人
確認のできるもの
他人（家族・親族を含む）への譲渡、換金はできま
せん。
企画政策課　995-1804

　岩波駅を利用する人が、安全・快適に利用できるよ
うに、市とJR東海で整備を行っています。

新駅舎は５月下旬から 　
　駅舎と上りホーム（国府津方面）が新設され、５月
下旬に供用開始します。多機能トイレや上りホームス
ロープが新設されます。現在のホームは下り（沼津方
面）専用となり、朝夕の通勤時の混雑緩和が期待でき
ます。

現在の駅舎は市の休憩所に 　
　既設駅舎１階は、供用開始後の改修工事を経て、市
の休憩所とし
てベンチを設
置します。市
の観光などを
PRするコー
ナーを併設し、
市の魅力を発
信します。

全面供用開始に向けて 　
　今後、下りホームのバリアフリー化として、エレ
ベーターの設置工事などを行います。来年度の全面供
用に向けて整備工事を進めます。

企画政策課　995-1804

高齢者バス・タクシー利用助成事業
１回の乗車につき200円まで助成 WEBBB

岩波駅が生まれ変わります
駅舎と上りホームを新設 WEBBB

▲岩波駅上りホーム

▲岩波駅舎
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　将来にわたって健康に過ごすため、日々の運動や食
事などの生活改善、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に参加して
マイルを貯めることで「健康」と「お得」をゲットし
ましょう。

すその健康マイレージで特典をゲット！
参加方法▶マイレージカードは市公式ウェブサイトか

らダウンロードできます。６月上旬に発送する健康
診査受診票にも同封します。

マイル付与期間▶５月７日㈫～令和２年２月14日㈮
市内に住んでいるか通勤している18歳以上の人

さあ、チャレンジしましょう
ステップ１　マイレージカードを入手しましょう。
　マイレージカードは市公式ウェブサイトからダウン

ロードするか、市役所、福祉保健会館などで入手で
きます。

ステップ２　マイルを貯めましょう。

　マイルは毎日の健康づくりを記録したり、健診や講
座などを受けたりすると貯まります。

ステップ３　15マイル貯まったら達成です。
　15マイル貯まったら、提示すると県内の協力店で

優待を受けられるふじのくに健康いきいきカードと
交換できます。

ステップ４　抽選で景品が当たります。
　２枚目以降の達成は、達成するたびにそのカードを

抽選券として応募できます。協力店提供の景品が貰
えます。

　抽選日▶令和２年３月５日㈭
　協力店▶㈱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
健康推進課　992-5711

　全国各地から2,800人を超えるランナーが裾野の初
夏を駆ける「第43回富士裾野高原マラソン大会」が
５月12日㈰に運動公園とその周辺道路で開催されま
す。世界に誇る麗峰富士を仰ぎながら、新緑の中を疾
走するスポーツイベント。コース沿道で選手に熱い声
援をお願いします。

大会要項
５月12日㈰

種目・スタート時間
●ハーフマラソンの部▶10時●10kmの部▶10時25
分●5kmの部▶10時35分●3kmの部▶10時40分
新緑を駆けるランナーの応援を！
　会場となる運動公園では、自衛隊が調理する豚汁の
無料サービスや模擬店の出店もあります。大会に出場
しない人も、友人や家族の応援がてら楽しく過ごすこ
とができます。
交通規制
　会場周辺の道路で交通規制が行われます。

車両通行止め▶９時30分～12時30分
片側一方通行▶10時～12時

※詳しくは大会公式ウェブサイトをご覧ください。
https://www.susono-rk.com/富士裾野高原マラ
ソン大会/第43回富士裾野高原マラソン大会/
生涯学習課　992-6900

自分のライフスタイルで健康づくり
あなたも“すその健康マイレージ”に参加しませんか WEBBB

第43回富士裾野高原マラソン大会
富士山に向かって新緑のパノラマロードを走る！

至 富士サファリパーク
　 ぐりんぱ

至 裾野市街

東名高速道路

大野路●

須山小●

運動公園
●

●トヨタ西門 ●
斎場●トヨタ自動車㈱

　東富士研究所

ヘルシー
パーク裾野●

ヤクルト●
　　本社

●
須
山
支
所

車両通行止区間
片側一方通行区間（東進のみ）
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おしらせ
電話相談「こども・家庭110番」
　県では、保護者が抱える悩みな
どの相談に応じる「こども・家庭
110番」を設置しています。電話
で、子どもや子育てに関する悩み
を相談に応じます。秘密は堅く守
り、匿名での相談も受け付けます。
受付時間／平日▶９時～20時
　土・日曜日▶９時～17時
※祝日と年末年始を除く
相談電話番号／ 924-4152

子育て支援課　995-1841
市民無料相談

５月20日㈪　10時～12時
　※受付▶11時40分まで

市役所４階401会議室
●司法書士相談▶相続、各種登
記、会社の設立、増資、成年後
見業務、社会保険労務などに関
する相談に専門家が応じます。

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

　●弁護士相談▶各種法律の相談
に弁護士が応じます。戦略広報
課へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

人権擁護特設相談
　６月１日は人権擁護委員の日で
す。この日にちなみ、特設相談を
開催します。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

６月３日㈪　10時～12時、13
時～15時
市役所４階401会議室
隣人とのもめ事、いじめ、差別、
ドメスティックバイオレンスな
どの相談に、人権擁護委員が応
じます。
戦略広報課　995-1802

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
と富士山世界文化遺産裾野市民協
議会提供のブックカバーをプレゼ
ントします。缶バッジは、希望す
れば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

夏の野鳥観察会
 申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

６月９日㈰　９時30分～12時
富士山資料館と富士山遊歩道
滝道雄さん、大西晃さん（裾野
野鳥を守る会）
300円
飲み物、双眼鏡または望遠カメ
ラなど
●駐車場は、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時まで学習会
を行います。
富士山資料館　998-1325

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

須山 ６月４日㈫
須 山 地 区 コ
ミュニティセ
ンター

東 ６月５日㈬
生涯学習セン
ター

深良 ６月７日㈮
西 ６月12日㈬

富岡 ６月13日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

2019年工業統計調査
　製造業に属する全ての事業所を
対象に、全国一斉に工業統計調査
が実施されます。この調査で、日
本の工業の実態を明らかにします。
回答へのご協力をお願いします。
基準日／2019年６月１日㈯
　※５月～６月にかけて、調査員

が訪問します。
製造業に属する事業所
企画政策課　995-1804

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、日常生活の中で考えている
ことを主張の形で発表します。入
場は自由です。気軽にお越しくだ
さい。

６月２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

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習
　しずおか市町対抗駅伝に向けて、
陸上長距離の合同練習会を開催し
ます。申し込みは不要です。直接
会場へお越しください。

５月19日㈰　９時～11時
　６月22日㈯、７月13日㈯、８

月17日㈯、９月15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人、市内
の中学校出身の人　※保護者が
市内に住んでいる小・中学生、
高校生も可
裾野市チームのコーチが、陸上
競技（中・長距離）の指導をし
ます。
10月以降も開催します。
生涯学習課　992-6900

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
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。

５月15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

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、防疫用薬剤を無料配布します。
配布期間／８月30日㈮まで

生活環境課、各支所
配布薬剤／蚊とハエ用発泡薬剤
　※幼虫の成長を抑

え、成虫にさせな
いための薬剤

配布個数／１世帯２袋まで（１袋
２錠入り）
生活環境課　995-1816

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。

６月27日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
６月13日㈭

国保年金課　995-1813

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21日㈫　10時～12時
南児童館
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
で工作、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
議会報告会
　住んでいる地区に関わらず、い
ずれの会場でも参加できます。申
し込みは不要です。直接会場へお
越しください。

とき ところ
６月５日㈬
19:00～

富岡地区コミュニ
ティセンター

６月６日㈭
19:00～

須山地区研修セン
ター

６月７日㈮
19:00～

市役所地下多目的
ルーム

６月９日㈰
９:00～

市民文化センター
３階会議室

６月14日㈮
19:00～

東地区コミュニティ
センター

※実施時間は２時間程度
●３月定例会での予算審査の内
容報告●市民の皆さんと意見交
換
議会事務局　995-1839

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29日㈬
美化センター　992-3210

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。

とき ところ

６月５日㈬
県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

６月19日㈬
富士健康福祉セン
ター（富士市本市
場）

時間はいずれも13時～16時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
児童福祉週間「その気持ち　誰か
を笑顔にさせる種」
　児童福祉週間は、子どもや家庭、
子どもの健やかな成長について国
民全体で考える週間です。
　期間中、県内各地で児童福祉週
間関連イベントや啓発事業が実施
されます。詳しくは県ホームペー
ジの「ふじさんっこ☆子育てナ
ビ」をご覧ください。

５月５日㈰～11日㈯　
県健康福祉部こども未来課

　054-221-3546
http://www.fujisancco.pref.
shizuoka.jp
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お知らせ

国保高齢受給者証交付会
　６月１日㈯から対象となる人に、
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24年５月２日～６月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具など
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

春の農作業安全運動「一人一人の
安全意識の向上で事故防止」
　春は、茶の摘採から工場での荒
茶製造、田植えなどがあり、農業
機械の利用が多い時期です。県内
全域で、春の農作業安全運動が行
われています。平成29年の全国
の農作業中の死亡事故は、前年よ
り８件減少し304件で、内９件が
県内で発生しています。
　農作業事故の多くが、単純ミス
によるものです。十分注意するこ
とで防ぐことができます。基本的
な注意事項を確認し、事故の原因
を一つ一つ取り除き、農作業事故
ゼロを目指しましょう。

５月31日㈮まで
農林振興課　995-1824

教室・講座
普通救命講習会

５月19日㈰　９時～12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の人
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・須山分遣所
に直接お申し込みください。
富士山南東消防本部

　裾野消防署救急係　995-0119

募　集
森林保全ボランティア
　森林を保全するボランティアを
募集します。
作業日／第２日曜日と第３・４・

５金曜日　10時～14時
集合場所／市役所駐車場
活動場所／箱根外輪山西麓

NPO法人里山公文名ファイブ
　支援グループ「木こりの会」

（新井）993-8967

消
費者相談室　　　　消費生活センター 995-1854

Q ブランドのバッグが80％オフで売ってい
るサイトをスマートフォンで見つけたので

注文した。記載されていた個人名義の銀行口座
に代金を振り込んだが、商品が送られて来ない。
電話をかけてもつながらない。返金できないか。

A 「代金を先払いしたが、商品が届かず連絡も取れない」「ブ
ランドバッグを注文したら海外から偽物が届いた」「大手

通販サイトだと思ったら違った」などの詐欺的サイトによる被害が
発生しています。これらの多くは、日本語で書かれた海外のサイト
です。
申し込む前に、信頼できるサイトか次のとおり確認してください。
●極端に値引きされていないか
●住所、会社名、電話番号などがきちんと書かれているか
●個人名義の口座への支払いではないか
●不自然な日本語ではないか
　困ったときは消費生活センターに相談してください。

13
2019.5

広報すその



Information

人口統計　４月１日現在

人口 51,707人
男性 26,248人　女性25,459人

５月の税金・料金
納付期限：５月31日㈮

軽自動車税	 全期分

５月の水道工事当番店

１日㈬ パイピング横山
☎992-3329

２日㈭ 山崎設備
☎997-6766

３日㈮ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

４日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

５日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

６日㈪ 髙橋設備
☎993-1336

11日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

12日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

18日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

19日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

25日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

26日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

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　

募　集
市スポーツ祭婦人バレーボール大
会の参加チーム
　婦人バレーボール大会の参加
チームを募集します。

７月７日㈰　９時30分～
市民体育館、向田小学校
市内に住んでいる20歳以上の
女性　※学生を除く

チーム構成／１チーム15人以内
　※原則として１行政区単位

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。
５月23日㈭～６月23日㈰
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
姉妹都市フランクストン市
小・中学生短期派遣参加者
　夏休みに、姉妹都市のオースト
ラリアフランクストン市で学校訪
問やホームステイなどを体験する
小・中学生を募集します。

８月６日㈫～16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、書類選考と６月２日
㈰13時30分から生涯学習セン
ターで行う面接で決定します。
５月17日㈮

海外友好協会　993-9695
　※受付は㈪㈬㈮の13時～16時

〒410-1118　佐野921-3
2020年成人式実行委員
　2020年１月12日㈰に開催する
成人式の企画や運営をする実行委
員を募集します。

平成11年４月２日～平成13年４
月１日に生まれた人（2020～
2021年に成人式を迎える人）
で、生涯学習センターで開催す
る実行委員会に参加できる人
生涯学習課へ電話かメールでお
申し込みください。メールでは
件名を「裾野市成人式実行委員
申込み」とし、住所・氏名・電
話番号を明記してください。
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp
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　鈴木図書館では、毎年【おすすめ絵本ガイド】を作成し
ています。図書館職員おすすめの絵本を年齢別に紹介して
いるものです。ファー
ストブック、セカンド
ブック参加者全員に配
布しています。希望す
る人にお渡しすること
もできますので、職員
までお尋ねください。

おすすめ絵本ガイド

図書館だより 鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書館　☎ 993-9305

行事予定

一般書
	 ●死にがいを求めて生きているの
 　著：朝井リョウ　中央公論新社
	 ●真実の航跡　On	the	Wake	of	the	Truth
 　著：伊東潤　集英社	
	 ●麦本三歩の好きなもの
 　著：住野よる　幻冬舎
	 ●傲慢と善良
 　著：辻村深月　朝日新聞出版
	 ●荒野にて
 　著：ウィリー・ヴローティン　訳：北田絵里子　早川書房

児童書
	 ●ありちゃんあいうえお　かこさとしの71音
 　詩・絵：かこさとし　講談社
	 ●カイとティムよるのぼうけん
 　作：石井睦美　絵：ささめやゆき　アリス館
	 ●フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう
	 　こわいものにであったらのまき
 　作：いとうひろし　徳間書店
 ●ノロウェイの黒牛　イギリス・スコットランドのむかしばなし
 　絵：さとうゆうすけ　文：なかがわちひろ　BL出版
	 ●えほん東京　作・絵：小林豊　ポプラ社

おはなしフェスティバル
 11日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 18日㈯ 11時～ 本館２階視聴覚室

親子おはなし広場
 14日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

親子おはなしの会
 21日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 15日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 22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
 ８日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 16日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 24日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

１日㈬・２日㈭・７日㈫・13日㈪・
20日㈪・23日㈭・27日㈪休館日5月

新刊紹介

図書館映画会
５月11日㈯　14時～
本館２階視聴覚室
60人

上映作品／ボス・ベイビー
整理券を５月４日㈯９時から図書館カウン
ターで家族分のみ配布します。
駐車場に限りがあるため、公共交通機関ま
たは市役所駐車場をご利用ください。
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救急協力医 May５月
診療
時間

平　日　17時 〜21時
土曜日　12時 〜18時
日曜日・祝日　８時 〜18時

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈬

おぐち医院 992-6611 深良 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

小林内科医院 921-2165 米山町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

2 ㈭

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

望星第一クリニック 922-0222 柳町 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

鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿

3 ㈮

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

蔓陀ヶ原 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

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色

4 ㈯

東名裾野病院 997-0200 御宿

田沢医院 962-1205 大手町 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

おおい神経内科 922-8886 北高島町

5 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿

さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫

島郷
スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町

6 ㈪

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

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

境医院 975-8021 竹原 聖隷沼津病院 952-1000 松下

7 ㈫ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 酒井医院 966-1755 今沢 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

8 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

9 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

10 ㈮ 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

11 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

12 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

山谷内科医院 966-5333 青野 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

かとう内科医院 946-5562 大岡 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

13 ㈪ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 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

15 ㈬ やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

16 ㈭ いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場
17 ㈮ 新井内科クリニック 992-0811 久根 守重医院 931-2511 我入道

江川
大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

18 ㈯ 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
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科

19 ㈰

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

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

小林医院 966-7700 今沢 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

20 ㈪ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 よざ小児科医院 967-5722 原

21 ㈫ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 ㈬ 森医院 966-2017 石川 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

23 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

24 ㈮ 林医院 931-1120 住吉町 金元整形外科医院 924-0112 松長 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

25 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

26 ㈰

おぐち医院 992-6611 深良 東医院 921-5520 高沢町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

27 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 田中医院 921-2053 高島町

28 ㈫ 今井医院 921-3211 五月町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

29 ㈬ 旭医院 966-0031 原 白石医院 951-4593 市道町 西村医院 971-6510 下土狩

30 ㈭ 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

31 ㈮ 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 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
1 ㈬ 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

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

梶歯科医院
994-1344 石脇

2 ㈭ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

静岡医療センター
975-2000 長沢

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑

3 ㈮ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

かぬき岩端医院
932-8189 前原

Nao デンタルクリニック
980-6400 下土狩

4 ㈯ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

MI 総合歯科クリニック
988-1185 下土狩

5 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

かまたクリニック
988-2488 文教町

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

6 ㈪ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

真野歯科医院
972-5290 堂庭

12 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

19 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

せき歯科クリニック
981-2633 的場

26 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
※10連休期間中は、救急協力医以外にも診療を予定している医療機関があります。詳細は「医療ネットしずおか」をご覧ください。
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裾野っ子
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。

５月

秋山 穂
ほ の か

乃華さん
（１歳11カ月・伊豆島田）

田代 結
ゆうせい

靖さん
（２歳６カ月・富沢）

鈴木 希
の あ

愛さん
（２歳６カ月・今里）

梅原 ひまりさん
（１歳11カ月・佐野若狭）

大
た い こ う じ

光司 捷
は や と

仁さん
（２歳４カ月・南町）

2
019

年
 ５

月
号

N
O

.1375

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
　 13日㈪・27日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 27日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ８日㈬　９時～11時
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 20日㈪　13時～15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 13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
　 ８日㈬・24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
　 ８日㈬・23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
●寄り道試食会
　 28日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 ８日㈬　９時～９時15分
　 平成30年11月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 14日㈫　13時～13時30分
　 平成29年10月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 ９日㈭　13時～13時15分
　 平成28年11月生まれの人
★３歳児健康診査
　 16日㈭　13時～13時30分
　 平成28年４月生まれの人
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表紙　Front cover

susonobito No.3

　第43回富士裾野高原マラソ
ンが運動公園を主会場として行
われました。今年は天気にも恵
まれ、全国から集まった市民ラ
ンナーは富士山に向かって高原
を走るコースを気持ちよく駆け
抜けました。

　ミセスジャパン2019静岡大会が４月６日㈯に沼津
市で行われました。中川さんは１次選考、２次選考を
経てこの大会に出場し、スピーチとウォーキングなど
を披露。スピーチが評価され「雄弁な」という意味の
ELOQUENT賞に輝きました。５年前から商工会女
性部の副部長を務めている中川さん。「裾野市の良い
所を知ってもらいたいと思い、エントリーしました。
女性部の代表としてPRして来ました」と話します。

「大会当日も商工会のメンバー
が応援に駆けつけてくれて、心
強かったです」と笑顔。
　中川さんは女性部で、市民は
もちろん市外の人も楽しめるよ
うにと工夫を凝らし、市民のふ
れあいフェスタすそのやエコマ
ルシェなどのイベントを開催し
ています。ミセスジャパン

2019静岡大会がきっかけで中川さんを知り、中川さ
んのSNSを見てくれる人が増えたそうです。これを
活用し、女性部のイベントをはじめ市内のお店などの
情報発信に力を入れています。
　タイ語や英語が堪能な中川さん。「東京2020オリ
ンピック自転車競技の開催に伴い、多くの外国人が市
内を訪れます。この大会で評価さ
れたスピーチや得意な語学を生か
し、裾野市をPRしたり、裾野市
に来た人を支援したりしたいで
す」と今後の抱負を語ってくれま
した。

ミセスジャパン2019静岡大会で
ELOQUENT賞を受賞

商工会女性部　副部長
中川 和美さん（緑町）

目次　Contents
  ３　特集　裾野市職員を募集

  ６　トピックス

12 インフォメーション

富士山南東消防組合の職員を募集／
市民活動センター／市民税・県民税
／住宅の耐震診断・耐震補強／不発
弾事故根絶／裾野駅西土地区画整理
事業／有害鳥獣捕獲従事者育成支援
事業／無線放送戸別受信機

富士の麓で健脚を競う
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  令和２年４月採用　裾野市職員を募集
申込受付▶夏期試験６月３日㈪～28日㈮、秋期試験８月１日㈭～23日㈮
　来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回行います。
職種、学歴区分によって試験の実施が異なりますのでご注意ください。

■土木技師と建築技師の試験が変わります。
　教養試験が公務員試験に向けた準備をしていない人でも受けやすくなりました。

未
来
の
裾
野
を

裾
野
の
こ
と
、
ど
れ
く
ら
い
知
っ
て
る
？

一緒につくりませんか。

□人口　約５万1,700人
□面積　138.12平方キロメートル
□最高標高　2,169メートル
□市制施行　昭和46年1月1日
□市の花　アシタカツツジ
□市の木　スギ
□市の鳥　ウグイス
□世界遺産　富士山
□国指定文化財　３件
□県指定文化財　３件
□市指定文化財　14件
□姉妹都市
　オーストラリアフランクストン
□市の予算　326億5,599万円
□東京2020自転車競技ロードレース
　（男子）の開催地
□裾野市長　髙村謙二
□市議会議員　19人
□市職員数　355人

平成31年４月１日現在

人事課
　995-1806

夏期試験
（一次）

と　き　７月28日㈰
ところ　裾野市役所または

　　　　東西公民館

秋期試験
（一次）

と　き　９月22日㈰
ところ　裾野市役所

特 集
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申し込み
　試験案内・申込書は、受付期間
中に人事課で配布しています。申
込書に必要事項を記入し、提出し
てください。提出は、受付最終日
必着です。

受付期間
夏期試験
６月３日㈪～28日㈮
８時30分～17時　※土・日曜日
を除く
秋期試験
８月１日㈭～23日㈮
８時30分～17時　※土・日曜日、
祝日を除く

受付場所
市役所３階人事課

試験案内・申込書の郵送請求
　封筒の表面に朱書きで「試験案
内希望」と明記し、A4サイズの
用紙が折らずに入る返信用封筒を
同封してお送りください。返信用
封筒には、送付先を明記し普通郵
便の場合140円切手、速達郵便の
場合420円切手を貼ってください。

①固定資産台帳を確認する大隅摩希子（税務課一般事務・入庁
１年目）②鉄骨の接合状況を確認する杉橋晃（まちづくり課建
築技師・入庁15年目）③林道の現場打ボックスカルバートを
確認する江藤太治（農林振興課土木技師・入庁８年目）④園児
とふれあう渡邉美和（西保育園保育士・入庁13年目）

実際の現場 ……… こんな仕事をしています！

①

②

④

③

裾野市職員募集 裾野市職員募集
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受験資格

職種 区分 受験資格
採用予定数

夏期 秋期

一般事務

大学卒 平成元年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 ６人 －

短大卒
平成９年４月２日以降に生まれた人で、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人または令
和２年３月卒業見込みの人

－ 若干名

高校卒 平成11年４月２日以降に生まれた人で、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）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 － 若干名

土木技師

大学卒 昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 若干名 若干名

短大卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、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人または令
和２年３月卒業見込みの人

若干名 若干名

高校卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、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）を卒業した人または令和２年３月卒業見込み
の人

－ 若干名

建築技師

大学卒 昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 若干名 若干名

短大卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、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人または令
和２年３月卒業見込みの人

若干名 若干名

高校卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、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）を卒業した人または令和２年３月卒業見込み
の人

－ 若干名

幼稚園
教諭・
保育士

大学卒

平成元年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人
で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する人または令和２年３月末
日までに取得見込みの人

若干名 －

短大卒

平成４年４月２日以降に生まれた人で、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人または令
和２年３月卒業見込みの人で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有す
る人または令和２年３月末日までに取得見込みの人

若干名 －

裾野市職員募集 裾野市職員募集
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　富士山南東消防組合は、２市１町（裾野市、三島市、
長泉町）で構成する消防業務を行う特別地方公共団体
です。

採用予定人数
　６人程度
試験区分・受験資格
　●大学卒▶平成５年４月２日以降に生まれた人で大

学卒業以上の人●短大卒▶平成７年４月２日以降に
生まれた人で短期大学卒業以上の人●高校卒▶平成
９年４月２日以降に生まれた人で高校卒業以上の人
（それぞれ令和２年３月卒業見込みを含む）

一次試験
９月22日㈰
詳しい内容は試験案内をご確認ください。試験案内
は７月中旬から消防本部および各消防署で配布予定
です。
富士山南東消防本部総務課　972-5801

６月２日㈰～８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と
されています。ガソリンなどの燃料だけでなく、
スプレー缶などの私たちの生活の身近なものにも
危険物が含まれています。これらは取り扱いを誤
ると大きな事故を招く危険性があるため、安全に
取り扱い、事故を防ぎましょう。

令和元年度危険物安全週間推進標語
「無事故への　構え一分の　隙も無く」

富士山南東消防本部予防課　972-5802

　市民活動センターは、地域課題の解決に取り組む皆
さんの活動相談や情報発信、活動のコーディネートや
交流などを行っています。

開所日／第１・３月曜日、火～土曜日
　※８月11日㈰～18日㈰、祝日、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
相談内容／活動での困りごとなど、ご相談ください。

専門性が高い相談の場合は、専門相談員が応じます。
専門相談員による相談日時／毎月第３火曜日（10月

のみ第２火曜日）13時～16時
情報提供／メールなどで市民活動に関する講演会や助

成金、サポーターなどの情報を提供しています。ま
た、ブログ、フェイスブックでの情報発信、報道機
関への情報提供など、活動の広報を手伝います。

コーディネート・交流／市民活動団体同士や地域、行
政、地元企業などさまざまなまちづくりの担い手を

つなぎ、活動の発展や豊かな関係づくりを手伝いま
す。ボランティア活動や市民活動団体の案内、企業
のCSR（社会貢献活動）のサポートなども行います。

備品・機材の利用／活動に必要な備品や機材の貸し出
し、コピー機や印刷機の利用ができます。

●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。

◀︎ブログ　 ◀Facebook

市民活動センター　950-8875

富士山南東消防組合の職員を募集

市民活動センターの活用を
市民の皆さんの活動をサポートします！ WEBBB
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　市民税・県民税は、毎年１月１日現在の住所地の市
で課税しています。６月12日㈬に納税通知書を送付
しますので、課税の内容を確認してください。会社に
勤めている人は、６月から給与天引きが始まります。

平成30年中の所得に対して課税
　本年度の市民税・県民税の額は、平成30年中の所
得に基づいて決定します。非課税の人には納税通知書
は送付しません。
第１期の納期限は７月１日㈪
　年税額を４期に分けて課税しています。各納期限ま
でに納めてください。口座振替の場合は、各納期限の
日に引き落しを行います。新たに口座振替を希望する
人は、納税通知書の最終ページにつづられている口座
振替依頼書に必要事項を記入・押印し、税務課または
金融機関へ提出してください。
納期限／第１期▶７月１日㈪
　　　　第２期▶９月２日㈪

　　　　第３期▶10月31日㈭
　　　　第４期▶令和２年１月31日㈮
会社に勤めている人は給与から天引き
　会社に勤めている人の市民税・県民税は、原則給与
から天引きされます。会社から配られる「給与所得等
に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）通
知書」を確認してください。
　新たに就職した人は、納期限までに会社へ給与天引
きを依頼すれば給与天引きができます。会社に納税通
知書を持って行き、給与天引きができるかどうか相談
してください。
※給与天引きができるかどうかについては、会社に

よって異なります。

税務課市民税係　995-1810

　今後、予想される巨大地震からひとりでも多くの市
民の生命を守るため、市は県とともに住宅の耐震化に
向けた『プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）－
０』を進めています。
　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、耐震補強設計・耐震補強工事の支援を
行っています。一部の対象地域で、該当の住宅を所有
している人の自宅に「専門家の耐震診断（無料）のす
すめ」のダイレクトメールを送付します。ダイレクト
メールが届いた所有者や居住者の人は申し込んでくだ
さい。

「自分の命は自分で守る」今こそ耐震補強を
●木造住宅耐震補強助成事業（補強計画一体型）
　本年度から耐震補強工事の設計と耐震補強工事を一
体型とした補助金制度に改正しました。

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

補助額の上限額／一般世帯▶100万円、高齢者（65
歳以上）のみの世帯、障がいのある人と同居の世帯
▶120万円（工事費の８割が限度となります。）

●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
部を補助しています。

倒壊または転倒の恐れのあるブロック塀
　（道路境界に面し、高さ60cm超え）

まちづくり課　995-1856

令和元年度市民税・県民税
６月12日㈬に納税通知書を発送します WEBBB

住宅の耐震診断・耐震補強のススメ
プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）-0ゼロ WEBBB
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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
外の一般の人は、演習場内に入ることが禁止されてい
ます。法令によって罰せられます。
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。

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。

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）

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

暮らしやすいまちづくりのために

①平松新道線の一部
区間の電線類を地
中に収用する工事
と道路改良工事を
実施

②裾野踏切から平松
新道線までの市道
改良工事を実施

③三間堀川改修工事
と歩行者専用道路
新設工事を実施

区画整理課　994-1274

不発弾事故根絶のために
不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

裾野駅西土地区画整理事業
裾野駅西地区の整備を進めています WEBBB

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、
爆破処分などを実施
して安全を図ってい
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。

安全を確保するために

臨時駐輪場

一般車
乗降場

JR裾野駅

工事ヤード

歩行者専用道路
裾野踏切

駅前広場

平松新道線

裾
野
停
車
場
線

N

ト
イ
レ

2

3

1
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　農作物を鹿やイノシシなどの鳥獣被害から守るため
には鳥獣の捕獲が重要ですが、担い手の猟友会会員減
少が大きな問題となっています。
　担い手の減少に対応するため、新たに狩猟免許を取
得する人に対して、免許取得に必要な経費の補助を行
います。

対象は全ての条件を満たす人
●市に住民登録がある人
●市猟友会に入会し、有害鳥獣捕獲従事者として３年

以上活動する予定の人
●新たに狩猟免許を取得した人
●過去にこの補助金の交付を受けたことがない人
補助の対象となる経費
●県猟友会主催の狩猟免許試験予備講習会受講料
●狩猟免許申請手数料
●猟銃等講習会受講料
●教習資格の認定申請手数料

●技能講習および射撃教習手数料
●銃所持許可申請手数料（１丁のみ）
●猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
●猟友会入会金、会費および保険料などの狩猟者登録

申請費用（狩猟税は除く）
●各申請に必要な医師の診断書料
補助金額は上限10万円
　10万円を上限とし補助の対象となる経費で実際に
支払った額が補助されます。
補助金の申請方法
　狩猟免状の取得後、補助金交付申請書兼実績報告書
に次の書類を添えて農林振興課へ提出してください。
●取得した狩猟免状の写し
●補助の対象となる経費の領収書の写し
●市税の滞納がない証明書（税務課窓口で申請）
●市猟友会に入会したことを証する書類の写し

農林振興課　995-1823

　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。

放送が入らない、放送が切れない、雑音がする
　電源を入れ直し、テレビや冷蔵庫、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。

●改善しない場合や屋外にアンテナを設置している
一部地域の人で不具合がある場合は、戦略広報課へ
ご連絡ください。

　●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。

　●貸し出しは１世帯１台です。希望する人は、戦略
広報課にはんこをお持ちになりお越しください。

戦略広報課　995-1802

有害鳥獣捕獲従事者育成支援事業
補助金制度を創設しました WEBBB

無線放送戸別受信機が鳴らない場合の対処
故障かなと思ったら確認を WEBBB

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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Photograph

　ロケ支援作品 映画『キングダム』の「ロケ地公
開！パネル展」が須山十里木蕎麦畑で行われました。
初日はポスターなどが当たる企画や先着100人に須山
うどんが振る舞われました。来場者は、作品や登場人
物などを紹介するパネル展示を見たり、まき割りやま
き背負いを体験したりして映画の世界を堪能しました。

ロケ地公開！パネル展 （４月20日～５月６日）

　第６回深良用水まつりが深良小学校と周辺で開催さ
れました。岩波区民によるはやしと太鼓の演奏を先頭
に、江戸時代の人々に扮

ふん
した140人の仮装行列が約３

キロメートルを練り歩きました。会場西側の水田では、
早乙女14人が深良用水の恵みに感謝し、お田植初め
を行いました。

特派員：小林 建次、杉本 武滿、鈴木 敬盛

　世界遺産の須山浅間神社で春の例大祭が行われまし
た。無病息災、五穀豊穣を祈る厳かで伝統的な式典の
後、てんぐを先頭にみこしとしゃぎりの列が氏子の里
を巡行しました。見ているだけでパワーをもらえるよ
うな、身が引き締まる祭りでした。

特派員：杉本 武滿、中村 隆司

てんぐを先頭にみこしが練り歩く

深良用水の恵みに感謝 （４月28日）

（４月14日）

　南部公園や桜堤北公園などを会場に、サクラサクマ
ツリが開催されました。多くの家族連れが訪れ、記念
写真を撮ったり花びらを手に載せたりしながら、平成
最後の桜を満喫していました。飲食物の販売や地元
アーティストによる歌が披露され、イベントに花を添
えました。

特派員：鈴木 敬盛

平成最後の桜を満喫 （４月14日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　青い空に富士山がきれいに
映える陸上競技場。響き渡る
号砲を合図にランナーが走る
中、夢中でシャッターを切る
自分がいました。全国から集
まったランナーの皆さんに
ファインダーを通し、歓迎の
意を表すことができ幸せです。

広報特派員　渡邊 英機

　第43回富士裾野高
原マラソン大会が、運
動公園を発着点に開催
されました。北は福島
県、南は鹿児島県から
市民ランナー約2,800
人が集結。青空が広が
り新緑の映える季節の

中、富士山に向かって走る高低差のある
コースをランナーは日頃の練習の成果を発
揮し、力走していました。沿道の多くの声
援に支えられ全員無事に完走し、裾野市の
初夏を満喫していました。

　麦塚区の用水路でマス釣り大会が行われました。地
域の親子らが参加し、持参した釣り竿を手に大物を釣
ろうと意気込んでいました。釣ったマスの計測を行う
企画では、大物を釣った参加者に賞品が渡されました。
最後は用水路の水量を少なくし、子どもたちは用水路
の中でつかみ取りを楽しみました。

特派員：權田 孝一、小林 建次

親子で力を合わせて大物を狙え！ （５月５日）

　春の全国交通安全運動の開始式と早朝街頭キャン
ペーンが行われました。交通指導員や交通安全協会、
安全運転管理協会など各種交通安全団体の会員ら約
90人が参加し、市役所周辺でキャンペーンを行いま
した。参加者はのぼり旗を手に、ドライバーや歩行者
に対し、交通安全を呼びかけました。

特派員：杉本 武満、原 久子

安全を つなげて広げて 事故ゼロへ （５月10日）
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Information

おしらせ
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）▶15,000円●中学生▶
10,000円●所得が制限額を超
えている人の児童▶5,000円　
※４カ月分がまとめて支給され
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。受給資格者の人には６
月上旬に現況届をお送りします。
忘れずに手続きを行ってくださ
い。
子育て支援課　995-1841

引きこもり個別相談
　家族の対応を主とした生活相談
を行います。

７月４日㈭　10時～14時
東部総合庁舎４階相談室（沼津
市高島本町）

東部健康福祉センター福祉課
920-2087　

依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブル依存に関
する相談に応じます。秘密は厳守
します。

７月３日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）

県精神保健福祉センター　
054-286-9245

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16日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区黒金町）
20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人
７月１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16日㈫～７月31日㈬
上下水道工務課　995-1834

駿東支部消防操法大会・
SUSONO消防防災マルシェ
　駿東支部の各消防団の代表によ
る消防操法競技大会を開催します。
同じ会場では消防防災マルシェも
開催します。

６月23日㈰　８時30分～13時
30分（消防マルシェは10時～
14時）
トヨタ自動車東日本㈱東富士工
場Ｇ駐車場
危機管理課　995-1817

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14日㈮・７月５日㈮　13
時30分～15時
市民文化センター31会議室
認知症の人を介護している家族
など
家族介護の会（杉山）　

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

経済センサス−基礎調査
　事業所・企業が対象の各種統計
調査のもととなる情報を整備する
ための調査を実施します。調査員
証を携行した調査員が訪問した際
は、調査にご協力をお願いします。

第１期▶６月～７月　第２期▶
８月～９月　第３期▶10月～11月
企画政策課　995-1804

富士山世界遺産登録６周年記念
「富士山資料館入館無料」
　富士山世界遺産登録６周年を記
念し、入館料を無料にします。
　当日、来館した先着100人に、
富士山世界文化遺産裾野市民協議
会が作成したブックカバーをプレ
ゼントします。

６月26日㈬　９時～16時30分
富士山資料館　998-1325

労働保険の概算・確定保険料など
の申告・納付
　労働保険の概算・確定保険料お
よび石綿健康被害救済法の一般拠
出金の申告や納付をしてください。

６月３日㈪～７月10日㈬
最寄りの金融機関または静岡労
働局（静岡市葵区追手町）、労
働基準監督署
●申告書のみを提出する場合は
７月10日㈬までに静岡労働局
労働保険徴収課または労働基準
監督署へ提出してください。

　●電子申請による申告・納付も
できます。労働保険料などの納
付に便利な口座振替納付をご利
用ください。 
コールセンター

　0120-008-715　※開設期間▶
７月12日㈮まで土・日曜日を
除く９時～17時

　静岡労働局労働保険徴収課
　054-254-6316
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お知らせ

市立水泳場の運営中止
　毎年７月１日から９月10日ま
で開場している市立水泳場は、老
朽化など施設の損傷が激しく安全
な使用が難しいため、本年度の運
営を行わないこととなりました。
何卒ご理解くださいますようお願
いします。
　なお、来年度以降の運営につい
ても現在目途が立っていません。

生涯学習課　992-6900
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】

６月22日㈯　13時30分～15時
生涯学習センター、富一小用務
員室

【衣類回収・販売】
６月23日㈰　10時～14時
生涯学習センター
着ることができる衣類　※ビ
ニール製品、濡れている物、布
団類不可
生涯学習課　994-0145

農薬危害防止運動
　６～８月は農薬の使用が増える
時期です。農薬を使用するときに
は、次のことを守りましょう。
・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資材を

使用しない
・農薬が周囲に飛散しないよう、

風向きなどに十分注意する
・住宅地などで農薬を使用する時

は、周辺住民に十分配慮する
・農薬は、安全な場所に施錠して

保管する

農林振興課　995-1824
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（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

弁護士による無料法律相談
　弁護士が各所法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

７月22日㈪　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
７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
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。

７月25日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）

７月11日㈭
国保年金課　995-1813

富士山資料館特別展「富士山と
万葉集を中心とした文学」
　「富士山と万葉集を中心とした
文学」をテーマに、古来から人々
が富士山に対して何を感じ、どの
ように表現してきたかに迫ります。
　初日の13日㈯には、10時30分
と14時から展示解説も行います。
（各30分程度）

７月13日㈯～12月１日㈰
　９時～16時30分

大人210円、小・中学生100円
富士山資料館　998-1325

にこにこキャラバン
“北児童館の巻”
　民生児童委員（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18日㈫　10時～12時
北児童館
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム体操、親子
で工作、主任児童委員を交えた
フリートークなど
民生児童委員協議会（土屋）

　997-2031
７人制女子ラグビー大会最終戦
　７人制女子ラグビー大会「太陽
生命ウィメンズセブンズシリーズ
2019」の最終戦が開催されます。
入場料は無料です。ストリートラ
グビー体験やグルメコーナー、マ
ルシェなどの催しもあります。

６月29日㈯　10時～16時30分、
　６月30日㈰　９時20分～16時

30分
運動公園
産業振興課　995-1825
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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
世界のこども劇場2019
「アナのはじめての冒険」
　大人も子どもも楽しめます。元
気な女の子「アナ」と一緒に冒険
の旅へ出ましょう。

８月10日㈯　①11時～
　②13時30分～

市民文化センター大ホール
全席自由　大人1,500円、子ど
も（1歳～中学生）500円、０
歳児無料

チケット販売／６月23日㈰～
市民文化センター　993-9300

大ホールひとりじめ　
スタインウェイを弾こう
　プロと同じ環境で、珠玉のピア
ノ「スタインウェイ」を弾いてみ
ませんか。

６月15日㈯、23日㈰、７月14
日㈰　９時～21時
市民文化センター大ホール
１区分（25分）1,000円　※最
大４区分まで
市民文化センターウェブサイト
で空き状況の確認・予約ができ
ます。
市民文化センター　993-9300

引きこもり家族交流会
　同じ悩みを抱えている引きこも
りの人の家族同士が知り合い、話
をすることで家族が元気になるた

めの交流会です。
６月25日㈫　13時30分～14時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）
初めての人は電話で予約してく
ださい。
東部健康福祉センター福祉課　
920-2087

富士学校・富士駐屯地
開設65周年記念行事
　入場自由、事前の申し込みは不
要です。

７月７日㈰　８時30分～14時
30分
富士駐屯地（小山町須走）
観閲式、観閲行進、訓練展示、音
楽演奏、戦車試乗、装備品展示
富士学校広報班 0550-75-2311

防災上重要な道路沿いにある建築
物の耐震診断が義務化されました
　県は、災害時における建築物の
倒壊による道路閉塞を防止するた
め、昭和56年５月31日以前に着
工された建築物のうち、特に耐震
化を促進することが必要な避難路
の沿道建築物の所有者に対して耐
震診断の実施および結果の報告を
義務付けました。
　対象建築物の所有者には個別に
連絡しますので、ご協力をお願い
します。

まちづくり課　995-1856

すみれ相談
　大切な方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。

７月３日㈬　13時～ 16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
Ｊアラート緊急地震速報全国訓練
　Ｊアラートを活用した「緊急地
震速報全国訓練」が行われます。

６月18日㈫　10時ごろ
自動起動で広報無線の屋外ス
ピーカーや戸別受信機から訓練
放送を流します。
気象状況などによっては、訓練
用の緊急地震速報発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

男性介護者交流会
　介護仲間との情報交換、介護に
ついての相談などを行います。

7月27日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階研修室
男性介護者
家族を同伴する人のためのミニ
デイサービスあり（要相談）

介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750
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お知らせ

国保高齢受給者証交付会
　７月１日㈪から対象となる人に、
受給者証を交付します。

６月20日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年６月２日～７月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

臨時無料電話法律相談
女性の権利110番
　離婚や育児に関する悩み、金銭
問題、雇用、労働環境に関する悩
みなど、女性が生活する上で出会
うさまざまな法律問題について、
幅広く相談に応じます。

６月26日㈬　12時～18時
相談専用電話番号／931-5136

県弁護士会事務局
　054-252-0008

教室・講座
飛び出せ宇宙へ！
コズミックカレッジ2019 in 裾野
　ロケットの仕組みや打ち上げ方
法を学び、自分で作ったロケット
を大空高く打ち上げます。宇宙や
科学の不思議を体験する１日です。

７月13日㈯　10時～15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
50人（先着順）
1,000円
新聞紙１枚、はさみ、水筒（飲
み物）、タオル、帽子、昼食
６月３日㈪～７月３日㈬

生涯学習センター
　992-3800
脳いきいき運動教室
　認知症予防のための講話、スト
レッチ、筋力アップの体操、脳ト
レ、体力測定などを行います。

７月～12月　※時間はいずれ
も13時30分～15時30分

　●ゆったりコース▶第２・第４
金曜日（富岡コミセン）、第
１・第３木曜日（福祉センター
佐野あじさいホール）

　●しっかりコース▶第１・第３
水曜日（生涯学習センター）、
第１・第３火曜日（東地区コミ
セン）
市内に住んでいる65歳以上の
人で、全12回を通して教室に
参加できる人

介護保険課　995-1821
消費生活講座
　生活に役立つ情報をお届けしま
す。

①６月14日㈮②６月22日㈯　
13時30分～15時30分
生涯学習センター学習室１
40人（先着順）

内容・講師／①一段上の洗いあが
りプロが教える洗濯講座・日本
石鹸洗剤工業協会②オリンピッ
クの選手村で使う食材（食品の
生産方法と栄養価）・森田満樹
さん（消費生活コンサルタン
ト）

消費生活センター
　995-1854
　産業振興課　995-1857

募　集
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
ふれあう楽しさ」を感じることが
できる野外体験活動です。

８月３日㈯～４日㈰
富士山こどもの国（富士市桑崎）
市内の小学３～６年生
60人（先着順）
4,000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
下記期日に生涯学習センター１
階ロビーに設置される申込窓口
に提出してください。
７月６日㈯・７日㈰の9時30分
～13時
わんぱく遊び塾（大西）

　090-3850-7982
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Information

人口 51,663人
男性 26,244人　女性25,419人

納付期限：７月１日㈪
市県民税	 第１期分

水道料金・下水道使用料	第２期分

１日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

２日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

８日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

９日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

15日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

16日㈰ 工管設
☎993-1603

22日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

23日㈰ 杉山産業
☎992-1131

29日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

30日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

６月の税金・料金

６月の水道工事当番店

人口統計　５月１日現在

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　

募　集
すこやかキッズ体操無料体験会
　動物のまね動作や、走る・跳
ぶ・投げるなどの基礎的動作に遊
びの要素を取り入れ、楽しく身体
を動かします。

７月６日㈯　10時～11時
市民体育館２階　柔道場
年少～小学１年生
20人（先着順）

市民体育館　993-0303
知事広聴「平太さんと語ろう」
傍聴者
　川勝平太知事が地域の持つ「場
の力」について皆さんとともに考
える知事広聴「平太さんと語ろ
う」を開催します。裾野市・清水
町・長泉町で活躍する６人の皆さ
んと意見交換をします。

７月12日㈮　13時30分～15時
30分　※開場▶13時
県医療健康産業研究開発セン
ター（ファルマバレーセンター）
３階（長泉町下長窪）
電話またはファクス、メールで
氏名、住所（市町名）、電話番
号をお知らせください。
７月５日㈮
県知事戦略局広聴広報課

　054-221-2235
054-254-4032
kenminnokoe@pref.shizuo
ka.lg.jp

令和２年市政カレンダー
掲載写真募集
　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。

ふるさとから望む麗峰富士
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。　　
※詳細は市公式ウェブサイトを
ご確認ください。

応募締切／９月６日㈮
応募規定／応募作品は応募者本人

が平成29年１月以降に撮影し
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こ
ととみなし、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。
戦略広報課　995-1802
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これでいいんだ！自炊ごはん
ワザなしでもいきなり作れるラクうまごはん131品
著者：市瀬悦子
出版社：学研プラス
　自炊してみたいけど料理の作り方が
分からない人にも、面倒な工程を一切
省いたシンプルなレシピを紹介。１つ
のフライパンや鍋で作れて、１皿で満
足できるおかず・スープ・麺などの作
り方を写真付きで解説しています。

おすすめ本の紹介

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書館　☎ 993-9305

行事予定

一般書
	 ●人類最年長
 　著：島田雅彦　文藝春秋
	 ●夜が暗いとはかぎらない
 　著：寺地はるな　ポプラ社	
	 ●ポルシェ太郎
 　著：羽田圭介　河出書房新社
	 ●戦神
 　著：赤神諒　角川春樹事務所
	 ●帝国ホテル建築物語
 　著：植松三十里　PHP研究所

児童書
	 ●どたんばたんおるすばん
 　作：松田奈那子　あかね書房
	 ●ねえさんといもうと
 　絵・訳：酒井駒子　文：シャーロット・ゾロトウ　あすなろ書房
	 ●うちゅうじんはいない！？
 　作・絵：ジョン・エイジー　訳：久保陽子　フレーベル館
 ●あのこのたからもの
 　作：種村有希子　ブロンズ新社
	 ●あれあれあれれ
 　作：つちだのぶこ　ポプラ社（ポプラ社の絵本　64）

おはなし会
 １日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 ８日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

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
 18日㈫ 10時～17時 本館２階展示室

３日㈪・10日㈪・17日㈪・
20日㈭～28日㈮休館日

新刊紹介

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。

６月20日㈭～28日㈮

6月
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救急協力医 June６月
診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医 June６月

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 ㈯ 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

2 ㈰

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

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 守重医院 931-2511 我入道
江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 西方外科医院 921-1333 共栄町

3 ㈪ 大沢医院 931-1019 御幸町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

4 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 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 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 えがわ医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈭ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

7 ㈮ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

8 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

9 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

杉山医院 972-3223 伏見 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

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

10 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 東医院 921-5520 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈫ 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 田中医院 921-2053 高島町

12 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

13 ㈭ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

14 ㈮ 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

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

16 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

岩渕内科医院 951-4579 添地町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

17 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

18 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

19 ㈬ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

21 ㈮ 清水館医院 993-2323 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。
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。

日 内 科 外 科 小児科
22 ㈯ ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

23 ㈰

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 東医院 921-5520 高沢町

旭医院 966-0031 原 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

24 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

27 ㈭ 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

28 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 鈴木医院 993-0430 佐野 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

29 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫

島郷 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

30 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

さとやまクリニック 939-8031 東原 田中医院 921-2053 高島町

白石医院 951-4593 市道町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

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 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

9 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

なかがわ歯科
973-7777 長沢

16 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

聖隷沼津病院
952-1000 松下

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

23 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

中原歯科医院
993-3300 佐野

30 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

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

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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裾野っ子
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。

6月

秋山 愛
あ か り

花凛さん
（２歳２カ月・千福）

田中 奏
かなで

さん
（２歳５カ月・和市）

井上 志
し ゆ う

結さん
（２歳10カ月・金沢）

佐藤 広
ひ ろ き

樹さん
（３歳・石脇）

勝又 珠
す ず

々さん
（２歳11カ月・岩波）
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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
　 10日㈪・24日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 24日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 26日㈬　13時30分～16時
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 17日㈪　13時～15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ３日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 28日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 10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
●寄り道試食会
　 25日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 12日㈬　９時～９時15分
　 平成30年12月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 18日㈫　13時～13時30分
　 平成29年11月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 13日㈭　13時～13時15分
　 平成28年12月生まれの人
★３歳児健康診査
　 20日㈭　13時～13時30分
　 平成28年５月生まれの人
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　第７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６月８日㈯・９日㈰に市
内４か所で開催されました。
　今回は県内から16チームが
参加。市内からも３つの少年団
チームが参加し、熱戦が繰り広
げられました。

　女子高校生の論文発表会「クラブユース・フォーラ
ム」が５月25日㈯に沼津市で開催され、12人の発表
者の中から、裾野高校２年の山形千尋さんが優勝しま
した。山形さんは、７月24日㈬〜25日㈭に神戸市で
開催される全国大会に出場します。
　フォーラムのテーマは「20年後のあなたと対話す
る」。山形さんは「自分の信念に従って、強くしなや
かに」と題し、日本の近代史における女性の地位や、
高校での数学の先生との出会いをきっかけに数学の教
師を目指すことになったことなどを述べました。
　昨年度の校長先生の推薦もあり、コンテストへの応
募を決めたという山形さん。「フォーラム前は緊張し
ていましたが、『あなたの発表には17年の思いが詰
まっています。その思いをここで出し切りましょう』
という先生方からの後押しが力となり、本番で最高の
発表ができました」と笑顔で語ります。
　苦手だった数学に「やればできる」という自己肯定
感を持たせてくれた先生に感銘を受け、今では大好き
に。自らも教師となり、生涯を通じ教育に携わり、生
徒と共に成長したいと考えています。「このフォーラ
ムに参加することで自身の将来を見つめ直すことがで
き、その決意を確かなものにすることができました」
と振り返りました。
　現在は茶道部の部長を務めてい
る山形さん。何ごとにも積極的に
取り組み多くのものを吸収しなが
ら、目標に向けてまい進していま
す。

「クラブユース・フォーラム」優勝

県立裾野高等学校　２年生
山形 千尋さん（平山・16歳）

目次　Contents

県内少年野球チームが熱戦

  3 特集　すその夏まつり

  6 特集　平成30年度
 　　　裾野市の財政状況

10　トピックス

13　インフォメーション

参議院議員通常選挙／介護保険料納
付開始／スプレー缶分別収集／悪質
商法・振り込め詐欺にご用心／農地
の問題は農業委員会へ／“すその
ん”のデザインの活用／富士山の写
真「投稿フォトギャラリー」
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す そ の 夏 ま つ り

大花火大会
富士山すその

特 集

　すその夏まつりを富士山の麓にある運動公園で開催
します。花火大会では、約１万発の花火が夜空で乱舞。
炎や光、轟音と共に迫力あるショーを繰り広げます。
　会場内には各種屋台が並び、市内の団体などによる
ステージや須山しゃぎりなどがまつりを盛り上げます。
裾野の夏を満喫してください。

　有料席入口の対応や会場案内などを行うボラン
ティアを募集しています。希望する人は、夏まつ
り実行委員会事務局へ電話でお申し込みください。
活動日時／８月３日㈯　13時～22時

18歳以上の健康な人（高校生不可）
７月16日㈫に説明会を行います。

ボランティア募集
まつりを一緒に盛り上げませんか

１万発の花火が富士山のすそので乱舞

■日時８月３日㈯
　　　　15時～20時50分
　　　　※雨天の場合は、４日㈰に順延

■会場　運動公園
※運動公園施設は、８月２日㈮から４日㈰まで一

般利用できません。
夏まつり実行委員会事務局（観光協会）

　992-5005
すその夏まつり公式ホームページ

　https://www.susono-hana
　bi.com/

©裾野市
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　今年のテーマは「富士山戦国絵巻　～令和の夜明け～」
です。１万発の花火と火やライトの演出で、富士山すその
で合戦が幕を開けたかのような迫力あるショーを繰り広げ
ます。令和元年、新たな時代のはじまりにふさわしい大迫
力の花火にご期待ください。
花火の打ち上げ時間／19時30分～20時20分
※天候・空の状況によって終了時間が前後する場合があり
　ます。

観 覧 席

　花火は、芝生の丘や野球場ベンチ席（一塁側内野
席）から無料で見ることができます。花火が見やすい
有料席もあります。チケットをご購入ください。
　前売り券は、７月１日㈪から市内各施設または楽天
チケットで購入できます。当日券は大会当日の15時
から大会本部で販売します。
※前売りでチケットが完売した場合、当日券の販売は

行いません。

前売り券の販売場所と取り扱いチケット
観光協会（中央公園内）▶桟敷券、スタンド席券、

ファミリー専用芝生席券、ドライブビュー
市役所、市民文化センター、深良・富岡・須山支所▶

桟敷券、スタンド席券
その他市内販売所▶桟敷券（すその夏まつり公式ホー

ムページをご覧ください）
楽天チケット▶桟敷券、スタンド席券、ファミリー専

用芝生席券、ドライブビュー

　花火の種類・特徴
・スターマイン　　　　・単発打ち
・ファイヤーショー　　・ライティングショー
・メッセージ花火　　　・デジタルスターマイン

富士山すその大花火大会

#すその花火一万発
　すその夏まつりのお祭り感漂う写真をイン
スタグラムに「#すその花火一万発」のハッ
シュタグを付けて投稿してください。投稿さ
れた写真でコンテストを行います。入賞者に

は、来年開催する花火
大会の観覧席のチケッ
トをプレゼントします。
【賞品】
１位　桟敷席
２位　協賛者席
３位　ファミリー席
４位　スタンド席４席
５位　スタンド席２席

写真コンテストを開催

券種 場所 定員
金額

前売り券 当日券
桟敷券（駐車券付き） やすらぎの広場 ７人まで 12,000円 －
桟敷券（駐車場なし） 10,000円 12,000円

スタンド席券 陸上競技場スタンド １人   2,000円   2,000円
ファミリー専用芝生席券 外野芝生（野球場） ３～７人   3,000円   3,000円

陸上競技場芝生席 南側観客席芝生 １人 －   1,500円

ドライブビュー うさぎ島グラウンド 車１台
（長さ6ｍ以内） 10,000円 －

広報すその4
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花火以外のイベントも盛りだくさん

　市民ステージでは、市内外の団体などがフラダンス
やバンド演奏などを披露します。須山しゃぎりが会場
内に鳴り響き、祭りの雰囲気を盛り上げます。
・市民ステージ　　　　・万灯会（置き灯ろう）
・須山しゃぎり　　　　・車両展示
・ジャンボふあふあ　　・東京2020オリンピックPR
・VOICE CUE 公開ラジオ生放送　など

会場へのアクセス

　会場内には駐車場がありません。市内各所の臨時駐
車場と会場を結ぶ無料シャトルバスをご利用ください。
駐車券付きの桟敷券をお持ちでない人は、下表の臨時
駐車場に駐車してください。
※会場周辺道路は交通規制が行われるため、混雑しま

す。また、トヨタA臨時駐車場の収容台数には限り
があるため、下表の臨時駐車場の利用をお勧めしま
す。

シャトルバス

シャトルバス発着所 臨時駐車場

①市役所 市役所

②トヨタB臨時駐車場 トヨタB臨時駐車場

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

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 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 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

各発着所始発／15時30分　会場最終便発／22時

会場周辺の交通規制

　会場周辺で交通規制を行います。ご協力をお願いし
ます。

※駐車券付き桟敷券をお持ちの人は、会場の近くの P

に駐車できます。交通規制内容が異なりますので、
同封の説明書の記載事項を確認してください。なお、
20時10分から20時40分の間は出庫できません。

シャトルバス運行なし

シャトルバス運行あり

シャトルバス運行あり

トヨタ自動車東日本
臨時駐車場

P

P

P

P

P

P

P
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平
成
30
年
度

裾 野 市 の
財 政 状 況

一 般 会 計
最終予算額　221億9,208万円

収入済合計額　178億7,640万円
支出済合計額　178億9,516万円

※構成比は費目ごとに算定し、端数調整した後合計しており、前年度分からの繰り越し事業を含んでいます。

　市では毎年２回、６月と12月に「市の財政状況」を公表しています。今回
は平成30年度歳入・歳出予算について、平成31年３月31日現在の執行状況な
どを掲載します。歳入・歳出には出納整理期間があるため、最終的な決算額と
は異なります。

財政課
　995-1801

用 語 解 説

市 税▶市民税、固定資産税、軽自

動車税など。

地 方消費税交付金▶地方消費税

(消費税８%のうち1.7%分)の

1/2を人口・従業者数に基づき

各市町に分ける交付金。

市 債▶学校や道路など公共施設の

整備や、国の減税施策に対応す

るための、いわゆる市の借金。

主な借入先は、国、銀行など。

民 生費▶高齢者・障がい者・子ど

もの福祉などに要する費用。

土 木費▶道路、河川、公園の維持

管理などに要する費用。

教 育費▶幼稚園・小·中学校の維

持管理や、文化・スポーツの振

興、生涯学習などに要する費用。

衛生費▶健康増進、環境衛生、ご

み処理などに要する費用。

総 務費▶税の賦課徴収、市庁舎や

戸籍・住民基本台帳の維持管理、

交通安全対策などに要する費用。

公 債費▶市債などの元金・利子の

償還に要する費用。
市税の
負担状況

１人当たり170,513円　１世帯当たり407,502円
 (法人市民税を除く)
※平成31年３月31日現在の人口51,707人、世帯数    
21,636世帯で計算

歳入

歳出

58.4%

28.9%

13.0%

13.3%
12.0%

10.7%

10.4%

11.7%

12.0%

6.2%

5.0%

0.3%
18.1%

市税
104億4,381万円
(108億2,860万円)

民生費
51億7,748万円
(62億3,468万円)

土木費
23億8,779万円
(34億7,111万円)

教育費
23億2,556万円
(36億8,045万円)

衛生費
21億5,593万円
(23億4,851万円)

総務費
19億1,284万円
(22億3,025万円)

公債費
18億5,222万円
(19億8,093万円)

その他
20億8,334万円
(22億4,615万円)

諸収入
8億9,492万円
(9億2,803万円)

※上段は収入済額、( )内は予算額
　構成比は収入済額ベース【収入率 80.6%】

※上段は支出済額、( )内は予算額
　構成比は支出済額ベース【執行率 80.6%】

その他
32億1,640万円
(40億5,151万円)

地方消費税交付金
11億425万円
(10億9,500万円)

市債
7,900万円
(23億3,820万円)

国庫支出金
21億3,802万円
(29億5,074万円)

2019.7
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特別会計・公営企業会計

財産などの状況

　特別会計や公営企業会計は、特定
の事業を行う場合や特定の収入で事
業を行う場合に、経理を他の会計と
区別する必要があるため、法律や条
例に基づいて設置するものです。
　当市では国民健康保険事業など６
つの特別会計と、水道事業会計・下
水道事業会計の２つの公営企業会計
があり、独立採算制で事業・経理を
行っています。

■土地開発基金
　学校・道路などを建設しやすくするため、あらかじ 
め土地を取得しておくことを目的とした基金です。こ
の基金は例外的に他の会計への貸し付けができること
になっています。

現在高
土地 5,077万円

他会計貸付金 862万円
現金 ３億7,904万円

■ 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 ９億8,982万円 100.7％
収 益 的 支 出 ７億6,017万円 ７億2,303万円 95.1％
資 本 的 収 入 4,800万円 4,543万円 94.6％
資 本 的 支 出 ８億8,495万円 ８億1,712万円 92.3％
※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します。

■市の財産
市有財産 現在高または数量
基金 91億9,654万円

出資金および貸付金 １億6,013万円
土地 723,691㎡
建物 162,943㎡
山林 1,211,336㎡
車両 127台

※基金とは、特定の目的のために積み立てられた市の貯
金です。当市には現在19種類の基金があります。

■借りているお金（市債） 
事業名 市債現在高

　１　普通債 98億7,730万円
総務債 ３億  437万円
民生債 ３億  279万円
衛生債 16億9,595万円
農林債 6,067万円
商工債 6,971万円
土木債 47億  875万円
消防債 ６億8,893万円
教育債 20億4,613万円

　２　災害復旧債 ０円
農林施設 ０円
土木施設 ０円
教育施設 ０円

　３　その他 77億9,848万円
減税補てん債 ４億  344万円

臨時税収補てん債 ０円
減収補てん債 38億  497万円

臨時財政対策債 35億9,007万円
一般会計合計 176億7,578万円
墓地事業 １億1,042万円

十里木高原簡易水道 2,050万円
特別会計合計 １億3,092万円
水道事業 ６億7,191万円
下水道事業 59億  901万円

公営企業会計合計 65億8,092万円

■ 下水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ７億7,443万円 ７億7,502万円 100.1％
収 益 的 支 出 ７億5,754万円 ７億3,790万円 97.4％
資 本 的 収 入 ５億7,943万円 ５億5,656万円 96.1％
資 本 的 支 出 ７億5,752万円 ７億1,806万円 94.8％
※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場合は、
損益勘定留保金などで補てんします。

■ 特別会計
予算現額 収入済額 支出済額 執行率

国民健康保険 51億　300万円 48億3.388万円 45億4,601万円 89.1％
後 期 高 齢 者
医 療 事 業 ５億3,955万円 ５億2,021万円 ４億6,290万円 85.8％

介 護 保 険 33億6,798万円 32億8,815万円 29億7,752万円 88.4％
土 地 取 得 34万円 15万円 15万円 44.1％
十 里 木 高 原
簡 易 水 道 4,736万円 2,307万円 1,235万円 26.1％

墓 地 事 業 4,614万円 4,586万円 4,289万円 93.0％
合 計 91億　437万円 87億1,132万円 80億4,182万円 88.3％
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Photograph

　雲一つない青空の下、千福が丘小学校の運動会は
30回目となる記念の大会を迎えました。開会式と合
わせて記念のバルーンセレモニーを行った後、競技と
なりました。応援合戦では紅組・白組が勝利を精一杯
アピール。子どもたちも地域の皆さんも思い出に残る
運動会となりました。

千福が丘小30回記念の運動会 （５月25日）

　第38回わたしの主張裾野市大会が市民文化セン
ターで開催されました。市内の小・中学校、高校の代
表者17人の堂々とした主張発表には気付かされるこ
とや共感することも多く、約300人の来場者は聞き
入っていました。

児童生徒の主張発表に共感 （６月２日）

　第48回市スポーツ祭レクスポ３種の大会が市民体
育館で行われました。競技はファミリーバドミントン、
ペタボード、輪投げの３種目。気軽に楽しめるものば
かりで幅広い世代が参加。参加者同士で話も弾みます。
笑顔とともに体を動かす楽しさを実感した１日となり
ました。

特派員：渡邊 英機

狙いすまして・・・ （５月19日）

　第42回五竜みどりまつりが中央公園で行われまし
た。園内では緑花木の即売や出店が並び、美しい新緑
を楽しみながら散策していました。ステージ上では吹
奏楽やバンド演奏、フラダンスなどが披露され、祭り
に華を添えました。

新緑のまぶしい中央公園を満喫（５月18日・19日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　健康と歯のフェスティバル〜
第41回よい歯をつくる親子の
つどい〜が市民文化センターで
開催されました。
　 式 典 で は 「 噛 む カ ム ケ ア
8020コンクール」の表彰など
が行われました。会場内には、
歯と健康のポスター・標語展示

や健康機器測定、8020推進員によるバルーンアートなどのさまざまな
コーナーがあり、多目的ホールでは歯科医師によ
る歯科相談・検診、8020推進員によるブラッシ
ング指導も行われ、楽しみながら歯の健康につい
て考えることができました。

　絵画は制作に時間がかかっ
てしまい、瞬時にして何枚もの
情景を撮ることのできる「写
真」を始めました。ファインダー
を通して子どもたちの笑顔や
美しい自然など、最高の真実を
写真でお伝えできるような特
派員を目指しています。

広報特派員　小林 建次

　社会人ラグビークラブヤマハ発動機ジュビロの大塚
健太選手と高部大志選手が南小を訪れ、５年生にラグ
ビーの魅力を伝えました。現役選手を間近で見て、力
強さを実感しました。ラグビーの基本を学んだ後は、
実際にパスやリフティング、タックルを体験しました。

現役選手がラグビーの魅力を伝える（６月５日）

　文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞受賞者の市長報
告会が市役所で行われました。本年度の市関係の受賞
者は33人で、県内受賞者62人の過半数となっていま
す。様々なモノづくりの現場で、仲間に支えられ創意
工夫をもって日々改善に取り組んできた功績が認めら
れたものであり、その成果が報告されました。

日々の業務改善の努力が実を結ぶ （６月14日）

■素敵な笑顔ときれいな歯、残していこう （６月８日）
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　令和になって初めての国政選挙が執行されます。選
挙は、私たちの代わりに、私たちの思いを実現してく
れる人を選ぶ仕組みです。

有権者は投票を
投票できる人／７月21日㈰時点で投票できるのは、

次の全ての条件を満たす人です。
　●平成13年７月22日以前に生まれた人で、日本国

籍がある人
　●平成31年４月３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人
投票日時／７月21日㈰　７時〜20時
　※第16投票区は（十里木高原集会所）は19時まで
期日前投票／事情によって、７月21日㈰に投票所に

行くことができない人は、期日前投票ができます。
入場券の裏面に必要事項を記入し、期日前投票所へ
お越しください。

　 ７月５日㈮〜20日㈯　８時30分〜20時

　 市役所４階（土・日曜日、祝日は１階） ※７月20
日㈯は福祉保健会館１階ホールでも投票できます。

不在者投票/指定された不在者投票施設にいる人、名
簿登録地以外の市区町村に滞在中の人は、不在者投
票ができます。入院・入所している人は職員に意向
を伝えてください。滞在先の市区町村で投票を希望
する人は、選挙管理委員会に投票用紙の請求をして
ください。

選挙情報は、市公式ウェブサイトに掲載
　●投票所の場所は、市公式ウェブサイトに地図を掲

載します。入場券に記載された投票所で投票して
ください。

　　※今回、第15投票区は須山小学校体育館となり
ます。

　●開票は、７月21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。

選挙管理委員会（行政課）　995-1807

　介護保険料は、介護を必要とする人の人数や介護
サービスの必要量の変化に応じ、３年ごとに見直しを
行っています。昨年度に保険料が見直されましたが、
本年度は消費税率の引き上げに伴い、保険料軽減の段
階が、第３段階までに引き上げられました。

65歳以上の人の介護保険料の変更一覧

所得段階 新保険料 旧保険料

第１段階 22,900円 27,500円

第２段階 33,600円 38,200円

第３段階 44,300円 45,900円

保険料の納め方
第１号被保険者（65歳以上の人）
　７月中旬に介護保険料通知書が届きます。
●特別徴収▶︎年金から天引きされます。

年金が年額18万円以上の人
●普通徴収▶︎納付書を使用するか口座振替で、指定

（代理）金融機関またはコンビニエンスストアで納
付してください。
年金が年額18万円未満の人

※65歳になった人や転入した人は、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歳未満の人）
　加入している医療保険と合わせて徴収されるため、
介護保険料の通知は届きません。
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なる場合がありますので、納め忘
れのないようにしてください。

介護保険課　995-1821

令和元年度介護保険料
普通徴収は７月から納付開始です WEBBB

７月21日㈰は参議院議員通常選挙投票日
期日前投票は７月５日㈮から20日㈯まで WEBBB
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　４月からスプレー缶の出し方を変更しました。スプ
レー缶は、中身を使い切り穴を開けずに、資源ごみの
収集日にスプレー缶専用コンテナへ出すようご協力を
お願いします。

スプレー缶専用コンテナに正しく分別を
　スプレー缶は、中が空の状態でないと収集できませ
ん。また、スプレー缶が「その他金属」や「缶類」の
分類に混入しているケースが見受けられます。誤った
分別は、収
集や処理作
業時の事故
につながる
ため、大変
危険です。

 生活環境課　995-1816

スプレー缶の出し方Q&A
缶に穴を開けて出してもよいですか。
穴を開けたものでも回収します。
中身があるものは出すことができませんか。
必ず使い切り、中身を空にして出してください。
中身を空にする方法はありますか。
スプレー缶の種類によって異なりますが、スプ
レー缶のキャップを使用して中身を出し切るな
どの方法があります。詳細は日本エアゾール協
会のウェブサイトをご覧ください。
スプレー缶に付いているキャップやプラスチッ
ク部分はどうしますか。
プラスチック製のフタや付属品など、簡単に外
せるものは外して、プラスチック製容器包装の
回収日に出してください。外せないものは、無
理に外さなくても構いません。

　高額な商品を売り付ける悪質商法や振り込め詐欺が
後を絶ちません。昨年度、消費生活センターには、
528件の相談があり、前年度より53件増加していま
す。また、60歳以上の人からの相談が64％を占めて
います。自分は大丈夫と思い込まず、悪質商法の多
種・多様な手口を知ることで被害を防ぎましょう。

ネット通販は信頼できるサイトか確認を
　通信販売に関する相談は282件で全体の半数以上で
した。通信販売は便利ですが「広告と違った」「商品

が届かなかった」などのトラブルがあります。イン
ターネット通販では、詐欺サイトによる被害が発生し
ているので、利用前に信頼できるサイトか確認してく
ださい。
架空請求が多数
　利用の覚えのない代金請求のはがきが届いたという
相談が176件､大手通販会社名などをかたる代金請求
のメールが届いたという相談が21件ありました。架
空請求の疑いのある通知が届いた場合、記載された電
話番号に連絡したり、代金を払ったりしないでくださ
い。
　その他アダルトサイトや光回線など情報通信関連の
相談が増えています。契約内容を確認し、よく理解し
てから契約してください。
消費生活センターに相談を
　困ったときは消費生活センターに相談してください。

市役所１階
消費生活センター　995-1854（平日９時～16時）

スプレー缶を分別収集
中身を使い切り、穴を開けずに WEBBB

悪質商法や振り込め詐欺にご用心
消費生活センターへの相談件数　昨年度は528件 WEBBB

平成30年度購入形態別相談件数（件）

0 50 100 150 200 250 300

通信販売

店舗販売

訪問販売

電話勧誘

訪問購入

その他

不明・無関係

282

84

37

29

５

4

87

▲缶類に入れられたスプレー缶
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　市農業委員会では、農地転用・権利移動に係る申請
の審議を行っています。また、市内の人と農地の問題
を解決するための農地利用最適化推進活動に取り組ん
でいます。

農地の転用・権利移動には農業委員会の許可が必要
　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。農地を農地として耕作
する目的での権利移動（売買・贈与・貸借など）につ
いても、農業委員会の許可が必要となります。
　農地転用・所有権移転の手続きについては、市公式
ウェブサイトに掲載されている内容を確認し、農業委
員会へご相談ください。
農地パトロール実施中
　市内の荒廃農地の早期発見・解消を目的として、農
業委員や農地利用最適化推進委員による農地パトロー
ルを通年で実施しています。農地パトロールで荒廃農

地と判断された場合、固定資産税の課税強化の対象と
なる可能性があります。所有している農地の耕作や適
切な維持管理を心掛けましょう。
農地を「貸したい」「借りたい」ときは
　「高齢のため、所有している農地を荒らしてしまう
かも」「後継者がいない」など農地の維持管理でお困
りの人や、「農地の経営面積を増やしたい」など経営
規模拡大や効率化を目指したい人には、「農地中間管
理事業」を活用した貸借をお勧めしています。
　農地中間管理事業は、公的機関である農地中間管理
機構が貸人と借人をマッチングし、貸し借りのサポー
トをする事業です。事業の詳細は、地元の農業委員・
農地利用最適化推進委員か農業委員会へご相談くださ
い。

農業委員会（農林振興課内）　995-1824

農地の問題は農業委員会へ
農地の転用は手続きを！ WEBBB

　“すそのん”のイラストデザインはどなたでも無
料で使用することができます。営利を目的としない
個人の使用であれば申請は必要ありません。営利目
的でも、申請手続き
をすると使用できま
す。デザインを活用
して、“裾野市”や
“すそのん”をPR
してください。
　デザイン集や申請
手続きの詳細は市公
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

　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。
●写真は、スマートフォンで撮影したものでも構
いません。●応募についての注意は市公式ウェブ
サイトをご
覧ください。
戦略広報課　
995-1802

“すそのん”のデザインを
活用しませんか WEBBB

富士山の写真を自慢
「投稿フォトギャラリー」 WEBBB

せんべい

はしおき
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Information

おしらせ
美化センターへのごみの持ち込み
休止
　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

７月31日㈬
美化センター　992-3210

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。

７月25日㈭　10時〜13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
７月11日㈭

国保年金課　995-1813
国保高齢受給者証交付会
　８月１日㈭から対象となる人に、
受給者証を交付します。

７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７月２日〜８月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

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
鹿やイノシシなどの被害防護柵設
置費用の助成

市農地基本台帳に登録されてい
る土地を耕作する人で、農家資
格のある人

補助金額／設置費用の２分の１で、
上限45,000円
設置前に申請が必要です。詳し
くは、市公式ウェブサイトをご
覧ください。
農林振興課　995-1823

成年後見制度講演会
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

８月１日㈭　13時30分〜16時
サンウェルぬまづ大会議室（沼
津市日の出町）
80人
成年後見制度に関する講演や専
門職によるシンポジウムなど
静岡家庭裁判所沼津支部、（公
社）成年後見センター・リーガ
ルサポート静岡支部、市民後見
人他
沼津市社会福祉協議会

　922-1500
　社会福祉課　995-1819
スクールコーディネーター
　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。本年度
のスクールコーディネーターを紹
介します。
東小学校・いずみ幼稚園区▶︎鈴木
健夫さん 向田小学校区▶︎荒木よ
しゑさん 東中学校区▶︎芹澤隆伸

さん 深良小学校・深良幼稚園区
▶︎勝又俊博さん 深良中学校区▶︎
大庭満治さん 須山地区▶︎土屋幸
子さん 西小学校・西幼稚園区▶︎
古地剛さん 南小学校区▶︎三ツ石
純子さん 西中学校区▶︎杉山あつ
子さん 富岡第一小学校・富岡第
一幼稚園区▶︎西川厚さん・横山清
美さん 富岡第二小学校・富岡第
二幼稚園区▶︎武藤末生さん・眞田
鈴代さん 千福が丘小学校区▶︎田
中保夫さん 富岡中学校区▶︎勝又
俊明さん

学校教育課　995-1838
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

春の褒章
黄
綬
褒
章

中川 精二さん
㈱中川商店取締役会長

　昭和38年に中川米店の２
代目として店を継ぎ、米や燃
料以外にLPガスや住宅設備
機器の販売を始めました。ま
た、県LPガス協会副会長や
県プロパンガス商工組合理事
長を務め、事業者への保安教
育や市内のガス放出防止器な
どの普及に尽力しました。
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Information

おしらせ
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。
●株式会社N.I.C

広島市中区舟入幸町21-23 １F
TEL082-275-5227

上下水道工務課　995-1834
ハンセン病企画展
　ハンセン病に関する啓発パネル
や回復者の写真作品などを展示し
ます。

７月４日㈭〜18日㈭
市役所市民ホール
生きた証を知ってほしい「『する
が』〜富士のすそ野に生きて〜」
動物介在活動ぷらす代表

　伊東郁乃　080-5154-5109
　社会福祉課　995-1819
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。

７月16日㈫　10時〜12時
須山研修センター
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
民生委員児童委員協議会

　（土屋） 997-2031
温水プール利用助成券
自由遊泳時間の変更
　スソノスイミングスクールの温
水プールで、半額を助成する利用
券の利用できる自由遊泳時間が増
えました。
　これまで一般利用できるのは日
曜日の10時〜17時のみでしたが、
平日もコースの一部が利用できる

ようになりました。曜日によって
利用できる時間帯、コース数が異
なりますので、詳しくはお問い合
わせください。

９月30日㈪
利用助成券の発行は市民体育館
で行っています。三島市民温水
プールおよび清水町温水プール
の利用については変更ありません。
スソノスイミングスクール（利
用時間について）　993-4200

　生涯学習課（利用券について）
　992-6900
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

深良 ８月２日㈮ 生涯学習セン
ター

須山 ８月６日㈫ 須山コミセン
東 ８月７日㈬

生涯学習セン
ター富岡 ８月８日㈭

西 ８月14日㈬

時間はいずれも19時〜
生涯学習課　992-6900

勤労者利子補給制度
勤労者住宅建設資金利子補給制度

市内に自らが居住する住宅の新
築や増改築、土地や中古住宅を
購入する勤労者

利子補給対象限度額／１人1,000
万円

補給期間／最長10年
利子補給率／0.5％
勤労者教育資金利子補給制度

市内に住んでいる勤労者で、本
人またはその子どもの高校・大
学などの教育費用を借り入れた
い人

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、令和2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
市民水泳大会の中止
　市立水泳場の本年度の運営中止
に伴い、８月３日㈯に予定してい
た市民水泳大会は中止になりまし
た。

生涯学習課　992-6900
後期高齢者医療制度の保険証
８月１日㈭更新
　後期高齢者医療制度は、75歳
以上の人などが加入する制度です。
保険証は１年ごとの更新で、８月
１日㈭から新しい保険証になりま
す。
　新しい保険証の色はオレンジ色
です。７月末までに市から対象者
に郵送します。有効期限を過ぎた
緑色の保険証は、自身で確実に処
分するか、市役所または近くの支
所に返却してください。

国保年金課　995-1813
敬老記念品の贈呈対象の変更
　敬老記念品（ヘルシーパーク裾
野利用券・裾野サービスカード商
品券）の贈呈対象を変更します。
対象者には、敬老会のお知らせに
敬老記念品を同封し、7月中旬か
ら下旬までに郵送します。
変更前▶︎市内に住んでいる71歳以

上の人
変更後▶︎市内に住んでいる本年度

77歳および88歳になる人
社会福祉課　995-1819
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お知らせ

夏休み、いろんな体験に出かけよう！
～市立小・中学校の夏休みは7/24 ㈬から～

夏休み手話教室
　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13日㈯・14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10日㈬

社会福祉協議会
　992-5750

993-5909

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。
参加を希望する人は、受付に声を
掛けてください。

７月20日㈯〜９月１日㈰
期間中の休館日／７月22日㈪・

29日㈪、８月５日㈪・13日
㈫・19日㈪・26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

夏休み将棋教室
７月25日㈭・30日㈫・31日
㈬・８月21日㈬・22日㈭

　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
学している人で、全５回の受講
が可能な人
20人（先着順）
小学生〜高校生500円、大学生
以上1,000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。
７月７日㈰
東西公民館　992-6677

富士山資料館
夏の野草観察会
　富士山資料館周辺で見られる夏
の野草を観察します。申し込みは
不要です。直接会場へお越しくだ
さい。

７月28日㈰
　９時30分〜12時 

富士山資料館周辺
小学４年生以上の人
大森紀行さん 
飲み物、カメラなど
300円
第２駐車場をご利用ください。
富士山資料館　998-1325

なつやすみ
こども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。

①８月１日㈭▶︎午前の部：９時
30分〜11時30分、午後の部：
14時〜16時

　②８月７日㈬▶︎午前の部：９時
30分〜11時30分、午後の部：
14時〜16時
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
各部12人
筆記用具、水筒
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６日㈯　９時〜
鈴木図書館　992-2342

夏休み子ども体験講座
８月７日㈬　14時〜16時
東西公民館会議室
市内に住んでいる小学生
20人
プリズムや偏光板、回転格子な
どを用いた実験や偏光板を用い
た工作を行います。
600円
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え
てお申し込みください。
７月20日㈯〜28日㈰
東西公民館　992-6677
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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
自衛官採用制度説明会

７月26日㈮・８月11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
特殊詐欺や個人情報の搾取への注意
　本年度、低所得者や子育て世代
に対し、プレミアム付商品券事業
の実施が予定されています。自宅
や職場などに市や国の関係者をか
たる電話などがあった場合は、市
または警察署にご連絡ください。
市や国がATMの操作や手数料の
振り込みをお願いすることは絶対
にありません。

社会福祉課　995-1819
県下水道排水設備工事
責任技術者試験

10月16日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区黒金町）
20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人
７月１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16日㈫〜31日㈬
上下水道工務課　995-1834

県青少年の非行・被害防止強調月間
　７月は、県青少年の非行・被害
防止強調月間です。市では、街頭
啓発活動や県内一斉夏季少年補導
などを行います。
市青少年補導センター
　悩みを抱える青少年やその家族
の相談を受け付けています。

㈫〜㈭　9時〜16時
生涯学習課内

「地域の青少年声掛け運動」の実施
　県教育委員会では、声掛け運動
を展開しています。参加者には実
行章（バッジ）をお渡しします。

生涯学習課　994-0145
市民無料相談

７月22日㈪　10時〜12時
　※受付▶︎11時40分まで

市役所４階401会議室
●司法書士相談▶︎相続、各種登
記、会社の設立、増資、成年後
見業務、社会保険労務などに関
する相談。

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

　●弁護士相談▶︎各種法律の相談。
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

公共施設の敷地内全面禁煙
　健康増進法の改正で、受動喫煙
で健康を損なうことのないように

するため、以下の施設は駐車場を
含む全ての敷地内が全面禁煙とな
ります。

市役所本庁舎、支所、水道庁舎、
福祉保健会館、生涯学習セン
ター、鈴木図書館・東西公民館、
区画整理事務所、給食センター、
中央公園、幼稚園、保育園、小
学校、中学校、放課後児童室、
児童館、消防団詰所、シルバー
人材センター、福祉センター佐
野、福祉センター石脇、いずみ
荘、すやまホーム
行政課　995-1807

募　集
長泉町・裾野市合同就職面接会
　合同就職面接会への出展企業を
募集します。

９月12日㈭　13時30分〜15時
30分
市民文化センター多目的ホール
市内または長泉町に本社か支社
がある企業（ハローワークへ求
人登録をしている企業）
約40社
産業振興課またはハローワーク
沼津にある申込書に必要事項を
記入し、提出してください。
８月23日㈮
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津事業所部門
　931-0146
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お知らせ

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

県内に住んでいる20歳以上の
人
３人程度

任期／12月１日㈰から２年間
７月31日㈬
書類、面接による選考がありま
す。

県男女共同参画課
　054-221-3122
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

泉町で行われる活動で、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
の人が活動する団体で、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９日予定）〜令和２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）
７月13日㈯〜８月10日㈯
市民活動センターにある申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。
市民活動センター　950-8875

防衛省採用試験
●一般曹候補生

９月20日㈮・22日㈰
18歳以上33歳未満の人

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
●航空学生

９月16日㈪
海上自衛隊▶︎18際以上23歳未
満の高卒の人

　航空自衛隊▶︎18歳以上21歳未
満の高卒の人

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（沼津市大手町）
９月６日㈮

自衛隊三島募集案内所
　989-9111
しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

７月６日㈯、８月12日㈪、９
月１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
人や市内に通勤している人

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

ひとり親家庭のための
出張個別相談会
　生活・就業・法律の相談会です。
弁護士が親権や養育費などの相談
に応じます。職業紹介や求職登録
ができます。

①８月15日㈭②８月16日㈮
　※いずれも９時30分〜16時

①小山町役場別棟会議室A（小
山町藤曲）②清水町役場３階大
会議室（清水町堂庭）
母子家庭・父子家庭の人、離婚
を考えている人
●当日も受け付けますが、予約
した人を優先します。●託児
（無料）を希望する人は、事前
にお申し込みください。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191
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Information

人口 51,700人
男性 26,258人　女性25,442人

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

６日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

13日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

14日㈰ パイピング横山
☎992-3329

15日㈪ ㈱中川商店
☎993-1555

20日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

21日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

27日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

28日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

７月の税金・料金

７月の水道工事当番店

人口統計　６月１日現在

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　

募　集
迷惑電話非着信装置の設置
　悪質電話を防止するための機器
の設置を希望する人を募集します。
設置期間／８月１日㈮〜令和２年

３月31日㈫
次の全てを満たす人

　①市に住民登録がある人
　②番号表示サービスを利用して

いる家庭
　③アンケート協力できる人

23世帯（応募者多数の場合は
高齢者世帯を優先）
産業振興課または市内の金融機
関にある申込用紙に、必要事項
を記入し㈱TOKAIケーブル
ネットワークへ提出してくださ
い。　※申込用紙は各区の回覧
で配布しました。
７月31日㈬
産業振興課　995-1857

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、
短歌、俳句、連句、その他
文芸を生業としない人で、市内
に住んでいるか通勤している人、

市内に住んだことがある人
　※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」
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てぶくろ
著者：いもとようこ　出版社：講談社

　寒い雪の日、てぶくろを
持っていないウサギのみみ
たんが、お姉ちゃんにてぶ
くろを借りる心温まるお話
です。
図書館利用者
莉
り り さ

里咲さん（４歳・上町）

おすすめ本の紹介

この絵本は、
絵がかわいい
から好きです。

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書館　☎ 993-9305

行事予定

一般書
	 ●百花
 　著：川村元気　文藝春秋
	 ●めぐり逢いサンドイッチ
 　著：谷瑞恵　KADOKAWA	
	 ●悪の五輪
 　著：月村了衛　講談社
	 ●夢見る帝国図書館
 　著：中島京子　文藝春秋
	 ●椿宿の辺りに
 　著：梨木香歩　朝日新聞出版

児童書
	 ●おおかみさんいまなんじ？
 　絵：山村浩二　文：中川ひろたか　学研プラス
	 ●はるとあき
 　絵：吉田尚令　作：斉藤倫　小学館
	 ●アレックスとまほうのふね
 　絵：ヘレン・クレイグ　文：キャサリン・ホラバード　徳間書店
 ●エジソン　ネズミの海底大冒険
 　作：トーベン・クールマン　訳：金原瑞人　ブロンズ新社
	 ●しょうぎはじめました
 　絵：田中六大　文：間部香代　文研出版（えほんのもり）

おはなし会
 ６日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 13日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ２日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

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
 25日㈭ 10時～17時 本館２階展示室

１日㈪・８日㈪・16日㈫・
22日㈪・29日㈪休館日

新刊紹介

親子おりがみ教室
７月27日㈯　

　午前の部▶10時～12時
　午後の部▶13時30分～15時30分

本館２階展示室
各15組
直接または電話でお申し込みください。
７月６日㈯～
駐車場に限りがあるため、公共交通機関ま
たは市役所駐車場をご利用ください。

７月
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救急協力医 July７月
診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医 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 ㈪ 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

2 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 酒井医院 966-1755 今沢 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

3 ㈬ 大沢医院 931-1019 御幸町 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

4 ㈭ 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

5 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

7 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

つかだ医院 983-1577 堂庭 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

8 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

9 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

10 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 えがわ医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈭ 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

12 ㈮ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

14 ㈰

新井内科クリニック 992-0811 久根 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

永野医院 962-4450 大岡 白石医院 951-4593 市道町

15 ㈪

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

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

きせがわ病院 952-8600 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

16 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

17 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

18 ㈭ 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 ㈮ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 守重医院 931-2511 我入道
江川 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 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。
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。

日 内 科 外 科 小児科

21 ㈰

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

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

武藤医院 931-0088 三園町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

22 ㈪ 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

23 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

26 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 金元整形外科医院 924-0112 松長 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

27 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 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

28 ㈰

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

あそうクリニック 929-7575 筒井町 よざ小児科医院 967-5722 原

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 遠藤クリニック 975-8801 久米田

29 ㈪ 森岡医院 962-1084 大岡 香貫医院 931-2465 本郷町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

30 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 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

31 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

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

7 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

木村眼科
967-4611 原

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

中里歯科医院
976-1818 伏見

14 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

静岡医療センター
975-2000 長沢

沼津市立病院
924-5100 東椎路

西島歯科医院
988-3162 納米里

15 ㈪ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

服部歯科医院
992-0011 佐野

21 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

永井眼科
980-1777 萩

岩端医院
962-1368 大手町

Nao デンタルクリニック
980-6400 下土狩

28 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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裾野っ子
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。

7月

鈴木 美
み お り

織さん
（２歳・公文名四）

髙村 奏
か な と

心さん
（２歳１カ月・公文名一）

宜
ぎ ぼ

保 風
ふ う あ

愛さん
（２歳11カ月・伊豆島田）

佐藤 優
ゆ は

羽さん
（２歳１カ月・富沢）
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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
　 ８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
　 １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
　 10日㈬・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
　 ４日㈭・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
●寄り道試食会
　 23日㈫　10時〜11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 10日㈬　９時30分〜11時
　 平成31年１月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 16日㈫　13時〜
　 平成29年12月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 11日㈭　13時30分〜15時
　 平成29年１月生まれの人
★３歳児健康診査
　 18日㈭　13時〜
　 平成28年６月生まれの人
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特集▶▶▶ 
健康的な生活で介護予防・認知症予防

 第36回富士山すその阿波踊り大会
※今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



susonobito No.5

表紙　Front cover

　いよいよ夏本番。東小学校で
は、市内出身の元オリンピック
選手髙桑健さんによる水泳指導
が行われました。自分の肺の空
気で浮く練習。ひんやりとした
水ではしゃぎながら、プロも実
践する練習法を学びました。

　佐藤彩也香さんは、市内で開催された太陽生命ウィ
メンズセブンズシリーズ2019の最終戦富士山裾野御
殿場大会のトロフィーを制作しました。色とりどりの

ステンドグラスで
制作されています。
制作期間はおよそ
４カ月。優勝トロ
フィーなど全部で
５種類の大作です。
本年の同大会の最

終戦は、濃霧による視界不良で試合が中止になってし
まったため、このトロフィーは来年の大会まで日本ラ
グビーフットボール協会で保管されています。
　佐藤さんは、５年ほど前からステンドグラス作品を
制作するようになりました。ステンドグラスを始めた
のは、教室を開催している母親の影響。ステンドグラ
スといえば、窓ガラスなど平面の作品が多いですが、
佐藤さんの作品は立体が多数。佐藤さんはロックの音
楽が好きで、ロックをイメージしながら作品を制作し
ています。「自分の世界観に共感してくれる人と出
会っていきたいです」と語ります。
　現在は、本業の行政書士の仕事の合間をぬって制作
している佐藤さん。観光協会が主催の市内のイベント
や県外で行われるハンドメイド雑
貨などのイベントに出展していま
す。「ゆくゆくはステンドグラス
を本業としたいです」と今後の目
標を話してくれました。

ステンドグラス作家
佐藤 彩也香さん（滝頭・33歳）

目次　Contents

プールで浮く練習

太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2019の最終戦
富士山裾野御殿場大会のトロフィーを制作

  3 特集　介護予防・認知症予防

  4 特集　富士山すその阿波おどり大会

  8 トピックス

13 インフォメーション

住宅に係る固定資産税の減額措置／
市立幼稚園入園児募集／みらい会議
開催／富岡地区夏祭り大会／公共施
設の使用料・手数料改定／市民芸術
祭出展作品・出演者募集／任期付職
員（幼稚園長）募集／間伐で災害に
強い森林づくり
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地域社会とのふれあいが元気の
ひ　　けつ

秘訣

健康で暮らせる目安 ～「お達者度」とは～
　「お達者度」とは平成24年度から静岡県が独自で
算出している指標で、65歳から元気で自立して暮ら
せる期間を表しています。県内市町の介護認定や死亡
の情報をもとに、生命表を用いて算出しています。
　平成27年度の当市の市町別「お達者度」は、男性
が１位、女性が13位でした。

お達者度が高い市町の特徴
●運動習慣がある人、大豆製品を食べる人、緑茶を飲

む人が多く、喫煙経験や肥満に該当する人が少ない。
●世代間交流が多く、２世帯以上で居住する人が多い。
※県内の高齢者を対象とした追跡調査の結果からも、

運動、食生活、社会参加が長生きにつながると考え
られています。また、緑茶をよく飲む人ほど長生き
という結果でした。

社会参加が死亡率低下に好影響
　食生活の改善や適度な運動に加え、積極的な社会参
加を行うと、死亡率の低下に大きく影響があることが
分かりました。

介護・認知予防に必要な３つの柱
❶栄養・食生活
　しっかりと噛んで、おいしく食べましょう。
❷身体運動
　運動や社会活動をしましょう。たっぷり歩いて少し

頑張って筋トレをしましょう。
❸社会参加
　仕事をしたり、ボランティア活動や地域行事に参加

したりし、地域の皆さんと楽しく交流しましょう。

気軽に参加できる活動、始めてみませんか

すそのんラジオ体操カード
　子どもたちと一緒に集うことで地域とのコミュニ
ケーションを図り、心身ともに健康な高齢者が増える
よう、夏休みのラジオ体操を推進しています。ラジオ
体操を通じておおむね65歳以上の人が、要介護状態
や要支援状態となることを予防します。すそのんラジ
オ体操カードは介護保険課、地域包括支援センター、
各支所などで配布しています。ぜひご利用ください。

地区サロン ～地域の高齢者の交流の場～
　地区サロンは、高齢者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。市内各地域で実施しており、社会福祉協議会
などが講師の派遣などを行っています。
　事前の申し込みは不要で、どなたでも参加できます。
お近くの会場へお越しください。

健康的な生活で

介護予防・
認知症予防 　介護予防・認知症予防に欠かせないのが栄養、運

動、そして社会参加です。年齢を重ねてくると、心
身の活力や社会性が弱ってくることがあります。生
き生きと毎日を過ごすために、楽しくできそうなと
ころから取り組んでみましょう。

運動・栄養・社会参加の有無と死亡率

※性別、年齢、体格指数、喫煙状況で調整したハザード比
　静岡県高齢者コホート調査研究による

3要因なし 運動・栄養あり ＋社会参加あり
（3要因あり）

死亡率
▲32％

死亡率
▲51％

（ふじ33プログラムガイドブックより）

100%

50%

0%

介護保険課　995-1821
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9 7月 日
18時～20時30分

AWA MARCHE

ところ：すその駅前中央商店街周辺

同時
開催

小雨決行・
交通規制は
17時～

ア ワ マ ル シ ェ

市役所駐車場&小柄沢公園 他
15時～20時30分

●内容
　屋台村エリア
　キッチンカーエリア／駅前エリア
　クラフト＆ワークショップエリア
　※出展内容は調整中

第36回 富士山すその阿波おどり大会
土

●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）
・神奈川大和合同連（神奈川県大和市）
・ぎんざ粋狂連（神奈川県大和市）
・大月合同連（山梨県大月市）
・喜楽連（神奈川県開成町）
・東林間連（神奈川県相模原市）
・伍楽連（神奈川県相模原市）
・富士山するが連（富士市）
・静岡小政連（静岡市）
・静岡連（静岡市）
・ぬまづ連（沼津市）

当日、踊りたい人が
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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9 7月 日
18時～20時30分

AWA MARCHE

ところ：すその駅前中央商店街周辺

同時
開催

小雨決行・
交通規制は
17時～

ア ワ マ ル シ ェ

市役所駐車場&小柄沢公園 他
15時～20時30分

●内容
　屋台村エリア
　キッチンカーエリア／駅前エリア
　クラフト＆ワークショップエリア
　※出展内容は調整中

第36回 富士山すその阿波おどり大会
土

交通規制図　17時〜21時

ストリートイベント
【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。

富士山すその阿波おどり実行委員会事務局（木村）
090-1476-5659

と　き：17時～17時45分
ところ：新道・みどり町商店街
・UCシューティングスターによる
　一輪車の演技
・飛龍高校和太鼓部による和太鼓の
　演奏
・裾野学苑によるフラダンスの披露
・裾野市少林寺拳法スポーツ少年団
　による演舞　他
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Photograph

　駿東支部消防操法大会が裾野市を会場に開催されま
した。この大会では消防操法の基本動作の正確さと速
さを競います。当市からはポンプ車操法の部に富岡分
団が、小型ポンプ操法の部に東分団が代表として出場
し、富岡分団は準優勝に輝きました。会場内ではマル
シェなども行われ、多くの来場者でにぎわいました。

特派員：杉本 武滿

消防団が日頃の訓練の成果を披露 （６月23日）

　自転車ロードレースの本場ヨーロッパを中心に取材
を続けている現役トップフォトグラファー砂田弓弦さ
んのトークイベントが、生涯学習センターで開催され
ました。選手に一番近い場所で追い続けているからこ
そ伝えられる自転車競技の魅力を熱く語りました。
　後半は、オリンピアンの飯島誠さんも参加してトー
クショーが行われました。

自転車競技の魅力を語る （６月26日）

　にこにこキャラバンが北児童館で開催されました。
10組の親子が参加し、主任児童委員を交えて歌や手
遊び、リズム体操を行ってふれあいました。母親たち
は館長の杉山洋子さんから「よい絵本」について学び
ました。大きな絵本のエプロンシアターでは、絵本の
世界に入り込むように楽しみました。

特派員：杉本 武滿、原 久子

親子で仲良くふれあう （６月18日）

　50回目の節目となる父親ソフトボール大会が総合
グラウンドで開催されました。各地区の予選を勝ち上
がった９チームが出場し、１点を争うゲームが繰り広
げられました。Aブロックでは「平松ニューロード」
が、Bブロックでは「御宿坂上」が優勝し、9月に長
泉町で行われる駿東地区大会へと駒を進めました。

特派員：中村 隆司

父の日に熱戦を繰り広げる （６月16日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　七夕はじまりの森イベントが
中央公園で開催されました。公
園の入り口では、子どもたちが
短冊に願い事を書いて笹に付け
ていました。
　国の重要文化財「旧植松家住
宅」内は、幻想的な雰囲気に包
まれ、生演奏の音楽ライブやす

てきな催しが行われました。ウードというアラブの弦楽器を使った芹沢多
希子さんによる演奏は、不思議で心地よい音色で
した。会場には飲食店やクラフトショップなど約
15店舗が出店し、訪れた人々は夕べのひととき
を過ごしていました。

　高校時代から風景・花・富士
山などの写真を撮ることが好
きで、今は孫たちの成長を見守
りながら写しています。特派員
になり、取材を通して今まで知
らなかった裾野市の魅力を再
発見・体験し、楽しく活動して
います。

広報特派員　原 久子

　アース・キッズチャレンジのキックオフイベントが
西小学校で開催され、４年生109人が参加しました。
このイベントは、子どもたちがリーダーとなり、家庭
でできる地球温暖化防止に取り組むプログラム。自転
車発電体験やごみ分別ゲームなどのグループワークを
通して、楽しみながら発電の大変さや地球環境のこと
を学びました。

家庭でのエコ生活を考える （６月28日）

　クロスカントリーコースの完成式が水ケ塚公園で行
われました。コースは950ｍ、850ｍ、750ｍ、400
ｍの4コース。足への負担が軽減されるようウッド
チップが敷かれています。このコースは、市が進めて
いる準高地トレーニングを活用したスポーツ合宿の取
り組みの拠点となります。予約は不要で、一般利用も
できます。　　　　　　　　　　  特派員：鈴木 敬盛

水ケ塚公園にクロカンコース完成 （７月６日）

■日本の和を楽しもう （７月６日）
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　住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修したりした場合、
要件に該当すると固定資産税が減額されます。申告方法は制度によって異なりますの
で、詳しくは税務課にご相談ください。

新築住宅の減額措置
　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、
３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住
部分のうち住宅１戸につき床面積120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／以下のいずれか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
　昭和57年１月１日以前から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
度分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、見積書（耐
震改修にかかる金額が分かるもの）、改修前後の家
屋の平面図

省エネ改修に伴う減額措置
　平成20年１月１日以前から存在する住宅（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、補助金を受けた人は補助金の額が分かる書類、
改修前後の家屋の平面図

バリアフリー改修に伴う減額措置
　平成19年１月１日以前から存在する住宅（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

書または改修工事に係る明細書、領収書、改修前後
の家屋の平面図・写真

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 WEBBB

税務課
　995-1809
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入園資格
　申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児

３歳児 平成28年４月２日から平成29年４月１日
までに生まれた幼児

４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

５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

募集人員
　４・５歳児は、原則として申し込みをした人全員を
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
※申込人数が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
申込書配布・受付期間／９月２日㈪～６日㈮
　※受付時間▶︎９時～15時（９月６日㈮は12時まで）

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㈮の午前に生涯
学習センターで行います。抽選の有無は、各幼稚園の
入口などに９月10日㈫から19日㈭まで掲示します。

入園面接
　各幼稚園で入園面接を行います。申し込み時に日時
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 ３歳児の面接実施日
いずみ幼稚園

992-1683
10月21日㈪・23日㈬・

25日㈮

西幼稚園
992-5200 10月29日㈫・30日㈬

深良幼稚園
997-3598 10月16日㈬・17日㈭

富岡第一幼稚園
997-1277 10月16日㈬・17日㈭

富岡第二幼稚園
997-4155 10月24日㈭

須山幼稚園
998-0096 10月16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。また、保護者の勤務状況などで無償化の
対象となる場合があります。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。

令和２年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９/２㈪～９/６日㈮ WEBBB

保育課
　995-1822

　来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込期間は
９月２日㈪から６日㈮までです。保護者は、忘れずにお申
し込みください。
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　市民の皆さんと共に「住みたいまち裾野」を実現す
ること、話し合いを通じてまちづくりに関わる人を増
やすことを目的に、みらい会議を開催します。
　今回は、全国でセミナーやワークショップを実施し、
活躍している徳田太郎さんを招き、身近なテーマであ
る“学校”について話し合います。当事者である小・
中学生や高校生の積極的な参加をお待ちしています。 

９月８日㈰　13時30分～16時
矢崎総業Y-CITY ワールド ヘッド クォーターズ　
第２ホール
市内に住んでいる小・中学生および高校生（小学生
は保護者同伴）、裾野のまちづくりに興味のある人
●話し合い「これからの学校について話そう」

　▶︎ファシリテーター：徳田太郎さん（NPO法人日
本ファシリテーション協会フェロー、東邦大学・文
京学院大学非常勤講師など）

　●講演「大好きな裾野」▶︎裾野市長 髙村謙二

電話またはファクス、メールで氏名、属性（小・中
学生、高校生、その他）、年齢をお知らせください。
995-1804
995-1861
kikaku@city.
susono.shizuo
ka.jp

企画政策課　995-1804

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
「みらい会議パートナー」を随時募集しています。
登録の方法は、市公式ウェブサイトをご覧くださ
い。

http://www.city.susono.shi
　zuoka.j p/shisei/11/2/7146.
　html

みらい会議を開催
これからの裾野をみんなで考えよう WEBBB

　第46回富岡地区夏祭り大会を開催します。涼しげ
な浴衣姿で、軽快な太鼓の響きに合わせて華麗な盆踊
りを家族で楽しみませんか。一緒に踊ってくれた子ど
もたちには、お菓子のプレゼントを用意しています。
　大迫力の打ち上げ花火を眺めながら、夏の夜のひと
ときを皆さんで盛り上げましょう。

８月10日㈯　16時～21時
富岡第一小学校グラウンド・体育館
盆踊りや打ち上げ花火、各種模擬店の出店など
駐車場は富岡中学校グラウンドをご利用ください。

主なプログラム
16:00～17:00 ピチピチチャポン金魚すくい大会
16:15～16:45 子ども向けバンド演奏
17:00～17:30 ワイワイどきどきビンゴ大会
17:00～21:00 各種模擬店（フリーマーケット）

18:20～19:50 第１部いいじゃないか富岡！盆踊り大会
（チビッ子ハッスル盆踊り）

19:50～20:00 第１部ドカーンと花火大会

20:10～20:50 第２部いいじゃないか富岡！盆踊り大会
（会場みんなで総踊り）

20:50～21:00 第２部ドカーンと花火大会

富岡支所　997-0062

第46回富岡地区夏祭り大会
今夏は富岡地区で楽しい思い出をつくりませんか WEBBB
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　10月～11月に市民文化センターで開催する市民芸
術祭の出展作品や出演者、参加者などを募集します。

各部門と日程
●展覧会（第１部）　10月30日㈬～11月３日㈰
　一般書道、篆

てんこく
刻、短歌・俳句・連句、ジュニア［書

道・生け花］、華道、フラワーデザインなど
●囲碁大会　11月２日㈯
　囲碁愛好会員との公開対局の参加者
●音楽祭　11月２日㈯
　混声合唱、女声合唱、児童合唱、弦楽合奏、アルパ、

ハーモニカ、マンドリン、管楽合奏、二胡など
●芸術に触れる文化の日　11月３日㈰
　実演、体験コーナー
●吟道祭　11月３日㈰
　詩吟、詩吟体験、大合吟など
●展覧会（第2部）　11月６日㈬～10日㈰
　絵画、写真、染織、七宝焼、陶芸、彫刻、籐

とう
、押花

絵、押絵、布手芸、紙バンド、エコ人形など
●芸能祭　日舞・邦楽の部　11月９日㈯
　日本舞踊、民謡、筝曲など
●芸能祭　洋楽・音楽の部　11月10日㈰
　童唄、歌謡曲、大正琴、バレエ、フラメンコ、フラ

ダンス、手話ダンスなど
市内に住んでいるか通勤・通学している人、市内の
団体に所属している人
生涯学習センターにある申込用紙に必要事項を記入
し、提出してください。申込用紙は、市公式ウェブ
サイトからダウンロードできます。
団体申し込み▶︎～８月20日㈫

　個人申し込み▶︎８月20日㈫～31日㈯
●ステージ発表は団体に限ります。●展示発表は同
一部門１人１点または１組とし、規格内のものに限
ります。●当日の受付係や会場係などの手伝いをお
願いすることがあります。
生涯学習課　994-0145

　市では、10月１日㈫から公共施設の使用料・手数
料を改定します。消費税法と地方税法の一部改正によ
る消費税率の引き上げと、市で取り組む公共施設の使
用料などの適正化を反映させたものです。
　各施設の使用料、手数料については右表の問い合わ
せ先でご確認ください。

使用料の適正化による改定
　市行政改革推進委員会の意見書による指摘を踏まえ、
利用者と非利用者間の公平性などの視点から統一的、
標準的な基準（使用料の適正化に関する基本方針）を
設け、それに基づいて改定するものです。

新料金の適用は10月１日㈫から
　10月以降に利用する施設使用料などを9月30日㈪
までに支払う場合は現在の料金となります。また、体
育館の回数券などは10月１日㈫以降も追加料金なし
で使用することができます。

使用料など 問い合わせ先

生涯学習センター利用料 生涯学習課文化係
994-0145市民文化センター利用料

市民体育館利用料

生涯学習課スポーツ係
992-6900

総合グラウンドなどの利用料

運動公園総合体育施設
利用料

学校体育施設使用料
（学校開放）

東西公民館使用料 鈴木図書館
992-2342

市営墓地管理料 生活環境課
995-1816

一般廃棄物処理手数料 美化センター
992-3210

ヘルシーパーク裾野
利用料金

健康推進課
992-5711

行政経営監付　995-1842

公共施設の使用料・手数料を改定
令和元年10月１日㈫から WEBBB

市民芸術祭出展作品・出演者を募集
芸術・文化を発表 WEBBB
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任期付職員（幼稚園長）
職種／幼稚園長
採用人数／若干名
受験資格／次の全ての要件を満たす人
●昭和30年４月２日以降に生まれた人
●幼稚園教諭または小・中学校教員免許がある人
●幼稚園または小・中学校、小・中特別支援学校で、

令和２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
がある人　※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23日㈮まで
人事課（市役所３階）

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23日㈮　17時必着　※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、申し込

み期間終了後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

　災害に強く健康な森林を維持していくためには間伐
が必要です。森林組合では、人手不足などの理由で間
伐できない人に代わり間伐を行っています。適切な管
理で健康な森林を育てていきましょう。

市の面積のおよそ６割は山林です
　市内の山林の多くは伐採期を迎えた人工林です。こ
れらは貴重な木材資源ですが、有効な活用がされてい
ません。森林の手入れを放置すると、樹木同士が密集
し日当たりが悪くなるため、植物が成長しにくい環境
になってしまいます。
　日が差さない森林では、樹木がやせ細り強風による
倒木の危険が高まります。また、下草の生えない地面
では、わずかな降雨でも土砂流出の危険が高まります。
　災害に強い森林を維持していくためには、適度な間
伐が必要です。

間伐のご相談は森林組合へ
　森林組合では、間伐のできない所有者に代わって間
伐を行っています。希望する人は伐採届に必要事項を
記入し、森林組合に提出してください。伐採届は市公
式ウェブサイトからダウンロードできます。

市森林整備計画に位置付けられた森林を所有する人
市内に住んでいる人▶︎無料

　市外に住んでいる人▶︎伐採費用の25%
森林組合　993-5757

農林振興課　995-1823

任期付職員（幼稚園長）と秋期試験の申し込み8/23㈮まで
あなたの能力を市政に生かしてみませんか WEBBB

間伐で災害に強い健康な森林づくり
自分でできない人は森林組合へご相談を WEBBB

令和２年度採用市職員（秋期試験）
一次試験／９月22日㈰
職種／一般事務（短大卒・高校卒）、土木技師、

建築技師
採用人数／若干名

８月23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月号をご覧になるか、市公式
ウェブサイトでご確認ください。

森林を取得した場合は届け出が必要です
　売買や相続などで新たに森林の土地を取得した
人は、面積に関わらず届け出が必要です。山林の
所在する市区町村へお
問い合わせください。
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Information

おしらせ
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。

９月26日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
９月12日㈭

国保年金課　995-1813
コミュニティ助成事業
　㈶自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、宝
くじの受託事業収入を財源に、住
民が行うコミュニティ活動を促進
するためのコミュニティ助成事業
を実施しています。
　和泉区ではこの助成事業の助成
金を活用し、区内で行われる行事
や活動に対応できる環境を整え、
効率かつ円滑な区運営につなげる
ため、椅子やテーブル、プロジェ
クター、スクリーンなどの備品を
整備しました。　
　コミュニティ助成事業によるコ
ミュニティ
活動の促進
を考えてい
る区は、市
民課地区振
興係にご相
談ください。

市民課地区振興係　995-1874

愛の献血活動
　商工会青年部では、献血活動を
行います。ご協力をお願いします。

８月21日㈬　９時30分～11時
30分、12時30分～16時
市役所駐車場
沼津血液センター　924-6611

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・空き
家含む）、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

SUSONOエコマルシェ
　環境の「エコ」とフランス語で
市場を意味する「マルシェ」を組
み合わせたイベントです。

８月22日㈭　10時～14時
市民文化センター多目的ホール
古 着 シ ョ ッ プ 、 体 験 ワ ー ク
ショップ、リメイクブースなど
生活環境課　995-1816

　商工会　992-0057
国保高齢受給者証交付会
　９月１日㈰から対象となる人に、
受給者証を交付します。

８月22日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年８月２日～９月１日
に生まれた人
保険証、筆記用具
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

市民後見人養成講座事前説明会
　市民後見人を養成する講座を
10月から全９回開催します。受
講を希望する人は、この説明会に
必ず参加してください。

８月30日㈮　10時～11時30分、
　９月４日㈬　13時30分～15時
　※参加はいずれか１日

サンウェルぬまづ２階大会議室
（沼津市日の出町）
裾野市内に住んでいて令和元年
10月１日現在で25歳以上の人
各40人（先着順）
８月９日㈮　９時～

沼津市社会福祉協議会
　922-1500
　社会福祉課　995-1819

http://numazu-syakyo.jp
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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
水道メーターの定期交換
　水道メーターの定期交換作業を
行います。対象の水道メーター使
用者には事前にはがきを送付しま
した。市から委託された水道業者
が無料で交換に伺いますのでご協
力をお願いします。

８月20日㈫～９月３日㈫
計量法に定められた検定期間８
年が終了する家庭や事業所など
に取り付けられた水道メーター
上下水道工務課　995-1834

森の力再生事業の活用
　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を行う
森の力再生事業を行っています。
活用を希望する人は、県東部農林
事務所へお問い合わせください。

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、間伐
率35～40%の強度の間伐を行
います。
東部農林事務所森林整備課

　920-2170
920-2167
tounou-shinrin@pref.shizuo
ka.lg.jp

夏のレジャーでの事故防止
夏山登山／富士山などを登山する

場合は、服装や持ち物などを
しっかり準備し、万全な体調で
登りましょう。

川遊び／雨が降った後の川は、水
量が増えて危険です。十分注意
してください。
裾野警察署　995-0110

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。

９月４日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター福祉課
（沼津市高島本町）
９月３日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
子どもの人権110番
　いじめや体罰、虐待などの悩み
相談に応じます。家族からの相談
も受け付けています。気軽に電話
してください。

８月29日㈭～９月４日㈬
受付時間／平日８時30分～19時
　土・日曜日10時～17時
相談電話番号／0120-007-110

（通話料無料）
静岡地方法務局人権擁護課

　054-254-3555

し尿・浄化槽汚泥の収集の休業
　し尿のくみ取り、浄化槽の清掃、
汚泥の収集業が休業するため、し
尿・浄化槽汚泥の収集などができ
ません。

８月10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

道路にはみ出した樹木や雑草は
伐採・せん定を
　個人の所有する土地から道路に
はみ出している樹木や雑草は、通
行者の支障になったり、道路の見
通しを悪くし、カーブミラーや標
識を見えにくくしたりします。樹
木や雑草を避けて通行したことが
原因で事故が起こった場合、樹木
や雑草が生えている土地の所有者
が責任を問われることがあります。
　個人の土地に生えている樹木や
雑草は、市で伐採することができ
ません。安全確保のため、道路に
はみ出している樹木や雑草は、速
やかに伐採・せん定してください。

伐採・せん定した樹木や雑草は、
市のごみ出しルールに従い、ご
みステーションや美化センター
に出してください。
建設管理課　995-1855
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お知らせ

「県民の日」富士山資料館入館料
無料
　８月21日は県民の日です。こ
の日を記念して、富士山資料館の
入館料を無料にします。

８月21日㈬　９時～16時30分
富士山資料館
小・中学生が対象の夏休みクイ
ズラリーを開催しています。参
加者には、オリジナル缶バッジ
をプレゼントします。
富士山資料館　998-1325

フードドライブ（食品寄付活動）
に協力を
　家庭や職場などで余っている品
質に問題ない食品を集め、県内で
食べるものがなくて困っている人
へ寄付します。ご協力をお願いし
ます。

８月30日㈮まで
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

生鮮食品、酒類（アルコールの
入った飲料、食品）、保存水以
外の未開封の食品で、賞味期限
が２カ月以上先のもの

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

児童扶養手当の支給
　８月９日㈮は児童扶養手当の支
給日です。児童扶養手当は、18
歳になる日以後の最初の３月31
日までの児童がいる母子・父子家
庭で、認定請求書を提出し、認定
された人に支給されます。
支給月／４月、８月、11月、１

月、３月　※本年11月から奇
数月年６回払いになります。

更新手続き／８月は児童扶養手当
の更新手続きの月です。受給資
格者には８月上旬に通知します
ので、手続きしてください。
●支給日に前月までの月分を支
給します。●必要な届け出をし
ていない場合、支給が保留され
ることがあります。
子育て支援課　995-1841

長泉町裾野市合同就職面接会
　市内企業と求職者などをマッチ
ングするため、約40事業所が参
加する合同面接会を開催します。
企業ごとにブースを設け、個別に
面接します。

９月12 日㈭
　13 時30 分～ 15 時30 分

市民文化センター多目的ホール
ハローワークに求職登録してい
る人　※登録は、ベルシティ裾
野店内ハローワークプラザ裾野
で行うか、面接会後に行うこと
もできます。

参加事業所／就職場所が裾野市ま
たは長泉町の約40事業所
産業振興課やハローワーク各所
で配布している案内チラシの受
付票に必要事項を記入し、面接
会当日に会場の受付へお持ちく
ださい。
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津　918-3711

教室・講座
運動スポーツを習慣化する講座
　普段スポーツをあまりしない人
や運動が苦手な人でも自然とス
ポーツをする習慣が身に付く講座
を開催します。主に年配の人を対
象とした内容ですが、どなたでも
参加できます。

９月３日～11月26日の火曜日
の午後　全12回
市民体育館または運動公園
主に65歳以上の人
40 人
筋力向上、ノルディックウォー
キング、ブローライフルなど
市民体育館または生涯学習課に
ある申込用紙に必要事項を記入
し、市民体育館に直接または郵
送、ファクスで提出してください。
８月25日㈰
生涯学習課　992-6900

　市民体育館　993-0303
993-8543　 稲荷24
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Information

人口 51,621人
男性 26,216人　女性 25,405人

納付期限：９月２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

３日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

４日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

10日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

11日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

12日㈪ 鈴木住宅設備
☎993-3901

17日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

18日㈰ 山崎設備
☎997-6766

24日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

25日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

31日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

８月の税金・料金

８月の水道工事当番店

人口統計　７月１日現在

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　

教室・講座
初心者のための体操教室

９月６日㈮～12月20日㈮の内
８日間　14時～15時30分

　※１回目は13時45分～、５回
目は９時30分～13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
の人で、過去に健康推進課主催
の運動教室に参加したことがな
い初心者や生活習慣の改善に関
心があり、全８回を通して参加
できる人
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
食も実施します。
400円　※５回目に徴収
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
３人１組（２人以下も可）で健
康推進課へお申し込みください。
８月30日㈮
健康推進課　992-5711

富士山須山口登山道を歩く
　富士山の世界文化遺産構成資産
となっている須山浅間神社と須山
口登山道について、現地を訪れて
歴史を学びます。

９月14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
ける人
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。富士
山裾野ガイド協会会員が、学習
用テキストを使って解説などを
行います。
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
生涯学習センターにある申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。　※ファクス可
９月10日㈫
生涯学習課（富士山世界文化遺
産裾野市民協議会事務局）

　994-0145
992-4047

16
2019.8
広報すその



かいけつゾロリの大かいぞく
さく・え：原ゆたか
ポプラ社

　ゾロリは、宝さがしに出発します。
そこにライバル出現！ さて、宝は
だれの手に？

すすめ！ きゅうじょたい
文：竹下文子　絵：鈴木まもる　金の星社

　木の上から下りられない、くまの子を発見。6人の救助隊が高
所作業車で大活躍！

トリック迷路
作：杉原厚吉
絵：永井もりいち
幻冬舎エデュケーション

　山の上にある宝物を探
しに行こう！ 見つけ絵や
隠し絵、いろんな錯覚も
楽しめます。

穗
ほ

積
づみ

さん
（８歳・石脇）

柊
しゅうと

斗さん
（４歳・石脇）

奏
かな

大
た

さん
（２歳・石脇）

図書館利用者

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書館　☎ 993-9305

５日㈪・13日㈫・19日㈪・
26日㈪休館日

８月

行事予定

おはなし会
 3日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 10日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 6日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 21日㈬ ９時～12時 本館２階視聴覚室・
   文化センター図書室
 28日㈬ 13時～16時 本館２階視聴覚室・
   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階視聴覚室
 15日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 23日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

すその16ミリ映画祭
 24日㈯ 10時～11時55分 文化センター多目的ホール

なつやすみ１日図書館員
 １日㈭ ９時30分～16時 本館２階視聴覚室他
 ８日㈭ ９時30分～16時 本館２階視聴覚室他

ビブリオトーク
 10日㈯ 10時～11時 本館２階視聴覚室

おすすめ本の紹介
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救急協力医 August８月
診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

2 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

4 ㈰

清水館医院 993-2323 茶畑 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

清流クリニック 941-8688 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

5 ㈪ 杉山医院 992-0028 平松 田沢医院 962-1205 大手町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

6 ㈫ こんどうクリニック 925-2420 岡宮 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

7 ㈬ 旭医院 966-0031 原 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

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

10 ㈯ 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

11 ㈰

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

林医院 931-1120 住吉町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

今井医院 921-3211 五月町 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

12 ㈪

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

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

望星第一クリニック 922-0222 柳町 守重医院 931-2511 我入道
江川

13 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 青木整形外科医院 922-0521 高島町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

14 ㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

15 ㈭ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

16 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈯ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

18 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山病院 963-4114 錦町 田中医院 921-2053 高島町

柿田川医院 973-3601 柿田 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科
19 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

20 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

21 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈮ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 守重医院 931-2511 我入道

江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

24 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈰

おぐち医院 992-6611 深良 東医院 921-5520 高沢町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 遠藤クリニック 975-8801 久米田

26 ㈪ 岩渕内科病院 951-4579 添地町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

27 ㈫ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 ㈬ 杉山医院 972-3223 伏見 えがわ医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

29 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

30 ㈮ いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

31 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 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

4 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

室伏歯科医院
992-2439 公文名

11 ㈰ 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

沼津市立病院
924-5100 東椎路

真野歯科医院
972-5290 堂庭

12 ㈪ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

めぐろ歯科
980-6480 中土狩

18 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

はとり眼科
987-6789 中土狩

聖隷沼津病院
952-1000 松下

吉田歯科医院
987-6118 納米里

25 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

19
2019.8

広報すその



裾
野

市
　

企
画

部
戦

略
広

報
課

〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059番

地
 

055-995-1802　
055-992-1546

発行
kouhou@

city.susono.shizuoka.jp
w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp
 裾

野
市

検
索

8月

消費生活センターだより
2

019
年

 ８
月

号
N

O
.1378

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
　 ５日㈪・26日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 26日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ９日㈮　13時30分～16時
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 19日㈪　13時～15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ５日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 23日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 26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
　 ７日㈬　９時30分～11時
　 平成31年２月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 20日㈫　13時～
　 平成30年１月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 ８日㈭　13時30分～15時
　 平成29年２月生まれの人
★３歳児健康診査
　 22日㈭　13時～
　 平成28年７月生まれの人

消費生活センター　995-1854

消費者相談室
「今より電気代が安くなる。電気料金の
明細を教えてほしい」と電話があった。よ

く分からなかったが安くなるならと検針票に書
いてある番号などを教えた。数日後、書類が届
き、先日の電話で他社へ電気契約の切り替え手
続きをしたことになっていることが分かった。手
続きをしたつもりはない。

電力小売りの自由化で、さまざまな事業者
が一般家庭向けの電気を販売できるよう

になりました。電力会社などから電話を受けたと
きは、事業者名や内容を確認し、必要なければ断
りましょう。検針票に書かれている住所や供給地
点特定番号などを教えたら、勝手に別の会社に切
り替え手続きをされたというケースもあるので、
検針票は慎重に取り扱いましょう。
　契約を変更してもクーリング・オフ（無条件解
約）できる場合もあります。困ったときはすぐに消
費生活センターに相談してください。

電動のこぎりの使い方に注意！
誤って体の一部を切断する事故が起きています

　電動のこぎりは、ホームセンターやインターネッ
ト通販などで、個人でも簡単に購入できる電動工具
です。使用方法を正しく理解して作業しないと、突
然思わぬ方向に動くことがあり、誤って自分の手や
指を切断するという重大な事故につながることがあ
ります。電動のこぎりを使用するときは、次の点に
注意して安全に使用しましょう。
❶使用する前には取扱説明書を必ず読み、書かれ
ている注意事項を必ず守ってください。
❷意図しない方向に刃が跳ね上がる可能性を認識
して慎重に作業してください。
❸作業は明るく整理整頓された場所で行ってくだ
さい。
❹作業は適切な服装で行い、防護めがね、防じんマ
スク、耳栓などの安全防護具を利用してください。
❺家族などへ声をかけてから
　作業を開始してください。

Q
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　すその夏まつり大会が８月３
日㈯に運動公園で開催されまし
た。一番の見どころは、富士山
すその大花火大会。今年のテー
マ「富士山戦国絵巻　～令和の
夜明け～」にふさわしい、大迫
力の１万発の花火が裾野の夜空
を鮮やかに彩りました。

　「悔しさを忘れず、来年を見据えて練習を開始しま
した」と話すのは、８月１日㈭から九州で行われたイ
ンターハイで、レスリング女子個人戦62キロ級に出
場した惣﨑さん。惣﨑さんは、県大会優勝、東海大会
３位という好成績を残し、インターハイに出場。結果
は１回戦敗退となり、悔しい思いをしました。「他の
選手の実力が高く、理想のプレーができませんでした。
ただ、課題も見えたので、今後の練習で修正していき
ます」と振り返りました。

　惣﨑さんは３人姉妹の長女で、
２人の妹もレスリングをしてい
ます。「普段は学校の部活動で
週６日間練習しています。練習

が休みの日は、クラブチームで小・中学生の妹の相手
をします」と、レスリング漬けの毎日を送っています。
　惣﨑さんが所属している沼津城北高校レスリング部
の部員は４人。女子は惣﨑さんのみです。「練習相手
が男子なので、力やスピードで負けないように頑張っ
ています。男子にどうしたら勝てるかを考えて練習し
たことで、タイミングよく相手にタックルできるよう
になりました」と話します。
　「10月にある全日本女子オープン選手権に備えま
す。日々、手を抜くことなく練習し、技術を高めます。
来年はインターハイに出場するこ
とはもちろんですが、３年生で最
後の大会になるので自分自身が納
得いく成績を収めたいです」と、
熱い瞳で今後の目標を語ってくれ
ました。

県立沼津城北高等学校 ２年生
惣﨑 優音さん（和泉・17歳）

目次　Contents

裾野の夏を彩る大花火

全国高等学校総合体育大会
レスリング女子個人戦62キロ級 出場

  3 特集　富士山すその三大花まつり

  6 トピックス

12 インフォメーション

保育園入園児募集／すそのおんぱく
／保健師募集／深良用水弁当コンテ
スト写真予選大会／パートナーシッ
プ助成事業補助金の活用／国民健康
保険証の更新
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　市北部（須山地区）では、９月中旬から下旬に
かけて３つの花畑が見頃を迎え「コスモスまつ
り」「そばの花まつり」「シルバニアビレッジ　
フラワーフェスタ」と３つの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
花畑です。
　３カ所の花まつりを巡るスタンプラリーも開催
し、抽選ですてきな賞品が当たります。

コスモスまつり
９月14日㈯・15日㈰　９時～15時

スタンプラリー期間▶︎９月14日㈯～23日㈪
パノラマ遊花の里（梅の里・ヘルシーパーク裾
野入り口周辺）

スタンプ押印場所▶︎本部受付（９月14日㈯・15
㈰）、会場店舗（９月16日㈪～23日㈪）
（一社）観光協会　992-5005

産業振興課　995-1825
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私たちが育てました
　パノラマ遊花の里の菜の花やコスモスは、パ
ノラマロードを花でいっぱいにする会を中心に、
市民の皆さんや企業と一緒に種まきや草取りな
どを行いながら育てています。
　コスモスまつりに向けた種まきや草取り作業
には、たくさんの人が参加しました。ぜひ、皆
さんお越しください。

　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

が管理する菜の花畑・コスモス畑と富士山
応募作品／平成30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／所定の応募用紙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29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。詳しい
応募方法は市公式ウェブサイトをご覧ください。
農林振興課　995-1823

そばの花まつり
９月14日㈯・15日㈰　９時～14時

スタンプラリー期間▶︎９月14日㈯～23日㈪
須山十里木そば畑（富士山資料館近く）

スタンプ押印場所▶︎総合案内（９月14日㈯・15
日㈰）、五竜庵（火曜日定休）（９月16日㈪
～23日㈪）
ＪAなんすん（富岡支店） 997-1226

シルバニアビレッジ フラワーフェスタ
10月６日㈰まで　９時～17時

　※平日は９時30分～
遊園地ぐりんぱ

スタンプ押印場所▶︎入園口売店
入園料が必要となります。
遊園地ぐりんぱ　998-1111

お誘い合わせの上、

ぜひご来場ください
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　来年度の保育園（市立・私立）・小規模保育所
の入園児を募集します。入園を希望する児童の保
護者は、お申し込みください。

保育課　995-1822

入園できる児童
　保護者などが以下の保育を必要とする事由のいずれ
かに該当し、子どもを家庭で保育できない、来年度中
に入園を希望する児童
保育を必要とする事由
・就労している（フルタイム、パートタイム、居宅内

外労働など）
・妊娠している（出産月を含む３カ月間）
・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。保護者の

他、令和２年４月１日現在で65歳未満の人（児
童・生徒・学生を除く）も保育の必要性を確認する
ための書類を提出してください。

※利用にあたっては保育の必要性の認定（２号・３
号）手続きが必要となります。

申し込み
　10月１日㈫から保育課や保育園、小規模保育所で
配布している申込書に必要事項を記入し、第一希望園
の受付期間に提出してください。本年度入園待ちの人
で、来年度も入園を希望する場合は改めて申し込んで
ください。
受付期間
富岡保育園、東保育園、西保育園、御宿台保育園、富
岳キッズセンターあい、富岳南保育園、市外園▶︎10
月15日㈫～18日㈮
深良保育園、富岳台保育園、さくら保育園、さくら小
柄沢分園、にこにこ園保育所、ひだまり保育園hagu、
佐野かがやき保育園▶︎10月21日㈪・23日㈬～25日㈮
受付時間／９時～16時
提出場所／市役所地下
　会議室B

入園面接
　入園を申し込んだ人は、第一希望の園で入園面接を
受けてください。予約は不要です。受付時間内に児童
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

園名 日時
富岡保育園 11月６日㈬ ９:30～11:30
東保育園 11月７日㈭ ９:30～11:30
西保育園 11月８日㈮ ９:30～11:30
富岳キッズセンター
あい 11月８日㈮ 13:30～15:30

富岳南保育園 11月11日㈪ 13:30～15:30

御宿台保育園 11月13日㈬

【０・１歳】
９:30～11:30
【２～５歳】
13:30～15:00

富岳台保育園 11月14日㈭ ９:30～11:30
にこにこ園保育所

11月15日㈮ ９:30～11:30ひだまり保育園
hagu
佐野かがやき保育園

11月15日㈮ 13:00～14:30
市外園
深良保育園 11月19日㈫ 13:30～15:30
さくら保育園

11月20日㈬ ９:15～11:45
さくら小柄沢分園

面接会場／各保育園
※さくら小柄沢分園を希望する人はさくら保育園で、

小規模保育所（にこにこ園保育所・ひだまり保育園
hagu・佐野かがやき保育園）または市外園を希望
する人は市役所地下会議室Bで行います。

受付時間／終了時刻の30分前
※御宿台保育園は終了時刻の15分前まで
その他／御宿台保育園で兄弟同時に申し込んだ場合は、

一緒に面接を受けることができます。午前、午後の
いずれかで受けてください。

入園の決定
　１月下旬から２月上旬に、書面で通知します。
※令和２年５月～令和３年３月の間に入園を希望する

人は、入園希望月の前月15日まで申し込みを受け
付け、選考後、前月25日ごろまでに電話で連絡し
ます。

令和２年度　保育園の入園児を募集
申込書配布：10/１㈫～ WEBBB

2019.9
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約25のプログラムで裾野の魅力を体験
　毎回人気のプログラムに加え、第５回の開催を記念
して特別企画「大人の社会見学」を行います。
プログラム／ブラタグチ（まちあるき）、芋掘り＆炊

飯体験、自転車ツアー、東京2020オリパラ関連企
画、はしご酒企画、笑いヨガやウォーキングなど

　※産業振興課、市民活動センター、生涯学習セン
ター、市民文化センター、鈴木図書館、市内商店な
どで配布しているおんぱくパンフレットをご覧くだ
さい。市公式ウェブサイトやすそのおんぱくフェイ
スブックページでも情報発信します。

開催期間／10月５日㈯～11月３日㈰
申し込み／すそのおんぱくフェイスブックページやパ

ンフレットをご覧になり、各プログラムの申し込み
先に電話などでお申し込みください。

♦︎前回プログラムの様子♦

申込期間／９月５日㈭～11月３日㈰

第５回すそのおんぱくを開催
裾野の魅力を体験しませんか WEBBB

　地域に埋もれている「宝物」を掘り起こし、体験プロ
グラムとして磨き上げ、多くの人に知ってもらう取り組
み「おんぱく＝温故知新博覧会」。約25のプログラム
を市内各地で開催します。

すそのおんぱく事務局（志田）
　080-2615-0841

https://www.facebook.com/sus
onoonpaku4/?modal=admin_todo_tour

　 特別プログラム
「大人だって知りたい、すその社会見学ツアー」

　第５回目を記念した特別プログラム「大人だっ
て知りたい、すその社会見学ツアー」を開催しま
す。このツアーでは、意外と知られていない「す
その」をバスで巡ります。
　市役所を初めに、市内唯一の製麺所の渡邊製麺
を訪ね、世界遺産富士山の構成資産の須山浅間神
社で歴史に触れ、このツアーが最後の工場見学に
なるかもしれない工場を見学します。矢崎総業株
式会社の工場や社宅、厚生施設などがあり職と住
が調和された場所“Y-CITY”を見学し、職住近
接の「まち」を案内します。
　限定15人の１日だけのプログラムです。

注目

SPAC　リーディング・カフェ ブラタグチ（まちあるき）

日本酒＆ソファーのコラボ企画 笑いヨガ＆ウォーキング
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　深良用水は、来年通水から350年を迎えます。これ
を記念し、深良用水弁当コンテストを開催します。深
良用水にちなんだ手作り弁当を応募してください。

弁当の条件
●深良用水への愛が盛り込まれていること
●市内の農産物や加工品を使用していること
●材料費などの製造原価が500円以内であること
●入賞の際にレシピを提供すること　※提供されたレ

シピの著作権は、深良用水350感謝祭実行委員会に
帰属します。

申し込み
市内に住んでいるか通勤・通学している人
深良支所にある申込用紙に、氏名、電話番号、住所、
写真、こだわったポイントを明記し、深良支所に直
接提出してください。写真の大きさは問いませんが、
印刷したものの提出をお願いします。
９月２日㈪～10月15日㈫

審査の流れ
　申込期間終了後、申込用紙と写真を基に審査を行い、
上位５作品を決めます。上位５作品に選ばれた人は、
11月10日㈰に開催する深良地区コミュニティまつり
に制作した弁当をお持ちください。ステージイベント
内で決勝審査を行います。
　決勝審査で優勝した人には、米10㎏を進呈します。
優勝作品は、令和２年４月26日㈰に開催する深良用
水350感謝祭でお披露目を予定しています。
入賞賞品
優勝▶︎米10㎏
準優勝▶︎米５㎏
3位▶︎米３㎏
4位▶︎米２㎏
5位▶︎米２㎏
参加賞▶︎米１㎏
　※申込時に進呈

深良支所　992-0400

　令和２年４月採用の保健師を募集します。公務員試
験のための特別な準備は必要ありません。公務員志望
の人はもちろん、公務員試験の勉強をしていない民間
企業志望の人も受験できます。

採用人数／若干名
受験資格／昭和60年４月２日以降に生まれた人で、

保健師の免許を有する人または令和２年３月末日ま
でに取得する見込みの人

試験案内・申込書の配布
９月25日㈬まで
人事課（市役所３階）

郵送請求／封筒の表面に朱書きで「試験案内希望」と
明記し、A4サイズの用紙が折らずに入る返信用封
筒を同封してお送りください。返信用封筒には、送
付先を明記し、普通郵便の場合は140円切手を、速
達郵便の場合は420円切手を貼ってください。

申し込み
　申込書と受験票に必要事項を記入し、人事課に提出
してください。

９月25日㈬17時必着　※受付▶︎８時30分～17時
（土・日曜日、祝日を除く）

試験日程
第１次試験▶︎ 10月20日㈰　９時～15時（終了予定）
　　　　　　 市役所
第２次試験▶︎ 11月中旬
第３次試験▶︎ 11月下旬

人事課　995-1806

令和２年４月採用保健師を募集
申し込みは９/25㈬まで WEBBB

深良用水弁当コンテスト写真予選大会
深良用水への愛を弁当で表現してください WEBBB
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　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。新しい保険証は９月30日㈪までに
対象の世帯に郵送します。

保険証
　保険証の色が藤色からうぐいす色に変更となります。
古い保険証は、市に返却する必要はありませんが、確
実に破棄してください。
有効期限／令和２年度から保険証の更新が８月１日に

なるため、保険証の有効期限は令和２年７月31日
㈮となります。

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世帯は、９月６日㈮
までにご連絡ください。

※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。

国保税滞納世帯には短期者証、資格証明書を交付
国民健康保険短期被保険者証

特別な理由がなく、前年度の国保税を滞納している
世帯

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

特別な理由がなく、国保税を１年分以上滞納してい
る世帯

国保年金課　995-1814

　魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化
や課題解決に向けた市民の自主的な活動に対し、補助
金を交付します。

補助金の概要
補助金の額／最大40万円
対象となる事業／次のいずれかに該当する事業
・市民の提案で実施する、市民協働の推進とまちづく

りに必要と認める事業
・課題解決のために市民の協力が必要なもので、行政

と協働して実施する事業
非該当の事業／次のいずれかに該当する事業
・市の類似する補助制度の適用を受けているか、他の

団体を補助する事業
・効果が特定の個人や団体のみに及ぶ事業
・団体が管理する施設などの修繕などが目的の事業
・団体が組織を運営するための事業
・宗教的または政治的宣伝の意図が認められる事業

・補助することが適当でないと市長が認める事業
対象となる団体／次の全てに該当する団体
・構成員が３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
・市内に活動拠点があり、市内で活動している団体
対象となる経費／備品費や消耗品費、広告費、貸借料

など
※市公式ウェブサイトに一覧表を掲載していますので、

確認してください。
補助金の申請から決定まで
　補助金の交付を希望する団体は、申請書に必要事項
を記入し、シビックプライド推進室に提出してくださ
い。受け付けた申請は、審査を行い決定の可否を通知
します。

シビックプライド推進室　995-1803

地域の活性化などに取り組む団体募集
パートナーシップ事業補助金を最大40万円交付します WEBBB

国民健康保険証を更新
10月１日㈫から保険証がうぐいす色になります　 WEBBB

国保税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。

税務課　995-1811
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Photograph

　社会へ出て行くための経験を深めるため、県立裾野
高等学校でトークフォークダンスが開催されました。
さまざまな世代の大人と対話することで、地域と触れ
合うことを目的としています。大半が初めて会う人同
士ですが、自分の考えや経験談などを話している内に、
自然と笑顔があふれていました。

生徒と地域住民が率直な意見交換 （７月12日）

　東小学校教諭の永倉一将さんがJICA海外協力隊と
して派遣されるため、市長に報告に訪れました。派遣
期間は、７月24日㈬から１年９カ月。赴任先は、南
太平洋のバヌアツ共和国です。教育体制を構築中のバ
ヌアツの未来の発展のために、決意を新たにしていま
した。

海外協力隊で派遣教諭が
市長を表敬訪問 （７月11日）

　黄花コスモスの種まきイベントが、パノラマ遊花の
里で行われました。このイベントは今年で10年目を
迎え、パノラマロードを花でいっぱいにする会の会員
や市民ら約110人が参加しました。三角ホーと呼ばれ
る先のとがったくわのような道具を使い、1.2メート
ル間隔でコスモスの種をまきました。

特派員：渡邊 英機

黄花コスモスの種まきイベント （７月13日）

　富士山資料館で「富士山と万葉集を中心とした文
学」と題した特別展が始まりました。万葉の時代に生
きた人々が富士山に何を感じ、何を表現したのかが紹
介されています。展示では新元号の令和の名称が、万
葉集巻５「梅花の宴」の序文から引用されていること
も分かります。この特別展は12月１日㈰まで開催し
ています。 特派員：鈴木 敬盛

富士山に関わる文学展 （７月13日）
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フォトグラフ

　裾野市を学習する日が市役所で開催されました。市
内の小・中学生が裾野市に関する質問をし、市の担当
者が答えることで、市について理解を深めてもらうの
が狙いです。市内の観光や産業、特に今年は、オリン
ピックに関心を持つ生徒が多く、たくさんの質問が飛
んでいました。参加した生徒は、熱心にメモを取って
いました。

市内小・中学生の
裾野についての勉強会 （８月１日）

　上須区と深良新田区の区民や有志の人々が集まり、
深良川の護岸などの雑草の除去を行いました。
　第三発電所から黄瀬川合流口までの約900メートル
の河川に入り、草刈り機を使って背丈ほどの雑草を刈
り、下流で待機する人たちが流れてきた雑草を側道に
上げ、深良川と周囲をきれいにしました。

特派員：小林 建次

深良川クリーンアップ作戦を実施 （８月３日）

　東京2020オリンピック競技大会の開催まで、あと
１年となりました。市では、大会前１年を記念して、
自転車競技ロードレースコース沿いの須山地区の２カ
所と運動公園管理棟付近に看板を整備しました。これ
らの看板は、裾野市のレガシーとして、オリンピック
開催後も継続設置していきます。

オリンピック仕様の看板設置 （７月24日）

　富士山チャレンジライド2019in御殿場・裾野が行
われました。海外選手や国内のトッププロ選手などが
裾野市と御殿場市のオリンピック自転車競技ロード
レースコースを走行しました。須山地区研修センター
ではプロのサイクルロードレースチーム「チーム右
京」の３選手などと市民の交流会が行われました。

特派員：杉本 武滿

プロ選手との交流で五輪機運醸成 （７月22日）
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Information

おしらせ
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１日㈫ 須山コミセン

東 10月２日㈬

生涯学習
センター

深良 10月４日㈮

西 10月９日㈬

富岡 10月10日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

事業者は消費税の軽減税率制度へ
の対応が必要
　10月１日㈫から、消費税・地
方消費税の税率が８％から10％
に引き上げられるのと同時に、消
費税の軽減税率制度が実施されま
す。軽減税率制度の実施に伴い、
消費税の税率は、軽減税率（８％）
と標準税率（10％）の複数税率に
なります。事業者の皆さんは早め
の準備をお願いします。

沼津税務署　922-1560
浄化槽パトロール実施
　市は、家庭からの生活雑排水に
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があ
りますのでご協力をお願いします。

生活環境課　995-1816

ひきこもりに関する相談
　ひきこもりに関する相談に電
話で応じます。

月曜日～金曜日　10時～12時、
13時～15時（祝日・年末年始
を除く）
県ひきこもり支援センター

　054-286-9219　　
依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブル依存に関
する相談に応じます。秘密は厳守
します。

10月２日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
停電情報を確認するには
　災害や設備事故などで停電が発
生したときは、東京電力パワーグ
リッドのホームページ、または
TEPCO公式スマートフォンアプ
リ「TEPCO速報」で、停電地域
や復旧時間の見込みなどをお知ら
せしています。

東京電力パワーグリッド
　0120-995-007

http：//teideninfo.tepco.co.
jp

9/10は「下水道の日」
　９月10日㈫の「下水道の日」
にちなみ、啓発キャンペーンを実
施します。

９月10日㈫　16時～17時
マックスバリュベルシティ裾野
店
下水道に関する啓発グッズなど
の配布
市内で下水道が使用できる区域
に住んでいる人で下水道への接
続が完了していない人は、早急

に下水道への切り替えをお願い
します。接続工事は各家庭で市
が指定した排水設備指定工事店
に依頼してください。
上下水道経営課　995-1836

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。
●㈱朝倉工業

沼津市大岡2391-34　
TEL963-3888
●㈱水宝

御殿場市川島田600-2　
TEL0550-77-4695

上下水道工務課　995-1834
2019年全国家計構造調査
　全国家計構造調査は、家計の実
態を明らかにすることを目的にす
る調査です。家計における収支や
貯蓄・負債、就業状況、住居に関
する事項などを調査します。調査
員証を携行した調査員が訪問した
際は回答にご協力をお願いします。

佐野・深良の一部地区
10月～11月
企画政策課　995-1804

未婚の児童扶養手当受給者臨時給
付金
　令和元年度臨時・特別の措置と
して、児童扶養手当の受給者で
未婚のひとり親の人に対し、給付
金を支給します。
支給額／17,500円

令和元年度11月分の児童扶養
手当の支給を受ける父または母
の内、令和元年10月31日まで
に婚姻（法律婚）をしたことが
ない人
申請書に必要事項を記入し、戸
籍謄本（抄本）を添えて子育て
支援課に提出してください。
12月２日㈪
子育て支援課　995-1841
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お知らせ

にこにこキャラバン
“深良地区の巻”
　民生児童委員（主任児童委員）
と楽しいひとときを過ごしてみま
せんか。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

９月17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
歌、手遊び、リズム体操、親子
で工作、主任児童委員を交えた
フリートークなど
民生児童委員協議会（土屋）　

　997-2031
国保高齢受給者証交付会
　10月１日㈫から対象となる人
に、受給者証を交付します。

９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９月２日～10月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

令和元年度
就学児童健康診断

とき ところ

10月３日㈭
東小・深良小・富
岡第一小・富岡第
二小

10月10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
令和２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。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
学校教育課　995-1838

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。
●弁護士相談▶︎各種法律の相談。
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

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。

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

国保年金課　995-1813
児童生徒アイデア展
　市内小・中学校の児童生徒が
作った想像力豊かなアイデア作品
を展示します。

発明くふう部門／９月27日㈮
～10月７日㈪

　自由研究部門／10月９日㈬～
20日㈰　※15日㈫は休館日
生涯学習センター
生涯学習課　994-0145

北駿公立高校合同説明会
　裾野高校、御殿場高校、御殿場
南高校、小山高校の４校が、教育
内容や入試などについて合同説明
会を行います。個別説明会も開催
します。事前申し込みは不要です。

10月４日㈮　18時45分～
市民文化センター３階会議室

中学生、保護者、教育関係者
御殿場高校　0550-82-0111

教室・講座
市民まちづくり講座　まち新聞発
発行編

９月28日㈯　10時～
福祉保健会館
50人（先着順）
「生きる」を支える地域の情報
～ひとりで始めた情報発信　岩
手県大槌新聞～
菊池由貴子さん（大槌新聞社代
表・記者）
市民活動センターへ氏名・住
所・電話番号・メールアドレス
またはファクス番号をお知らせ
ください。
市民活動センター　950-8875
scenter@machitera.jp

認知症予防講演会
「認知症耳より情報」

９月28日㈯
　①②13時15分～14時15分、③

14時45分～16時
生涯学習センター
①認知症疾患医療センター相談
員による相談会　②スクリーン
を用いて行う脳の健康チェック
（ファイブコグ検査）　③認知
症予防講演会（講師／淺野理恵
さん〔わかばやし耳鼻咽喉科ク
リニック医師〕）
①③どなたでも　②65歳～84
歳の市民
①数人　②③各100人
電話で介護保険課にお申し込み
ください。
①②はどちらかの選択となりま
す。
介護保険課　995-1821
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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 !!

教室・講座
あすなろ囲碁教室（後期）
　子どもから大人までみんなで囲
碁を楽しみましょう。初心者の人
も気軽に参加してください。

10月５日～令和２年１月25日
までの毎週土曜日（11月23日、
12月28日を除く）　全15回　
10時～11時30分
東西公民館
市内に住んでいるか通勤してい
る５歳以上の人
25人（先着順）
大人▶︎3,000円

　高校生以下▶︎1,500円
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え
てお申し込みください。
９月７日㈯～22日㈰　17時
東西公民館　992-6677

歯から始まる健康ライフ講座
　8020運動を啓発・普及する
「8020推進員」を養成する講座
です。講座終了後は、8020推進
員としてボランティア活動をお願
いします。

10月24日㈭　13時30分～15
時30分

　受付▶︎13時～13時20分
福祉保健会館３階研修室
市に住民登録がある20歳以上
の人

30人
歯科医師による歯・口の基礎知
識、歯周病と全身の健康の関係
などについての講義、歯科衛生
士によるブラッシング方法、歯
間清掃用具の使い方などの実技
10月18日㈮

健康推進課　992-5711
第１回陶芸講座

９月28日㈯・29日㈰　２日間
　９時30分～11時30分

東西公民館
市内に住んでいるか通勤してい
る人で２日間受講できる人
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
てお申し込みください。
９月５日㈭～16日㈪　17時
東西公民館　992-6677

ゲートキーパー養成講座
　身近な人の心の不調を示すサイ
ンに気づき、声を掛けたり話を傾
聴することができる人「ゲート
キーパー」を養成します。

９月26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人
40人
●精神科医師によるうつ・自殺

予防についての講話
　●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
寺田誠史さん（てらだ医院院長）
９月13日㈮

健康推進課　992-5711

募　集
市壮年男女混合バレーボール大会
出場チーム

11月３日㈰　９時30分～
市民体育館他
市内に住んでいる次の要件を満
たす人で構成した行政区単位の
チーム

　●男性▶︎35歳以上（昭和60年
４月１日以前生まれ）の人

　●女性▶︎年齢に関わらず社会人
の人（学生は不可）
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。
９月20日㈮～10月20日㈰
10月25日㈮19時から市民体育
館多目的ルームで抽選会、大会
の注意事項を説明します。
市スポーツ祭運営委員会　

　993-0303
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お知らせ

ベネフィ駿東会員拡大キャンペー
ン（～11/30）
　ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町で働く人に
福利厚生を提供する公益財団法人
です。
　11月30日㈯までは会員拡大
キャンペーン中のため、入会金が
半額になります。

●事業所入会▶︎２市２町の中小
企業、医療機関、自営業の事業
主の人●個人入会▶︎２市2町に
居住し、中小企業に勤務する人
（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
弔金支給や人間ドック費用の助
成
入会金▶︎１人につき500円（キャ
ンペーン期間以降は1,000円）

　会費▶︎１人につき月額1,000円
　※入会金の全額、会費の半額以

上が事業主負担です。事業主が
負担した入会金・会費は、税法
上損金または必要経費として処
理できます。
ベネフィ駿東　0550-87-7575

なんすんレディ
　JAなんすんの顔として２年間
各種イベントに参加し、地元農畜
産物をＰＲしてくれる女性を募集
します。
任期／令和２年１月１日㈬～令和

３年12月31日㈮
次の要件を全て満たしている人

　●農業・JA事業に関心があり、
原則として県東部地区に住んで
いるか勤務・通学する平成31
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人●髪の色
や身だしなみなどJAの基準に
沿える人●勤務している場合、
勤務先の承諾が得られる人
若干名

待遇／制服や活動報酬のほか、１
年間につき10万円を支給
履歴書に「ＪＡの印象・農業へ
の思い」を併記し、６か月以内
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
画部企画課へ郵送するか直接提
出してください。
11月１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　沼津市下香貫上
障子415-1

市環境審議会の公募委員
　市では、市環境基本条例に基づ
き総合的な施策の方針などを定め
ている「第２次環境基本計画」の
進捗状況を点検・評価するため、
公募委員を募集します。

市内に住んでいるか通勤してい
る20歳以上の人
若干名
生活環境課にある応募用紙に
必要事項を記入し、本人が直接
提出してください。
９月３日㈫～27日㈮
応募用紙の内容で選考します。
生活環境課　995-1816

市民ソフトボール大会
参加チーム

10月13日㈰　８時30分～
市総合グラウンド他
市内の１行政区単位の一般男女
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29日㈰
10月４日㈮19時から市民体育
館多目的ルームで抽選会、大会
の注意事項説明を行います。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
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Information

人口 51,688人
男性 26,261人　女性 25,427人

納付期限：９月30日㈪
国民健康保険税	 第３期分

介護保険料	 第３期分

後期高齢者医療保険料	 第２期分

１日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

７日㈯ 工管設
☎993-1603

８日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

14日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

15日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

16日㈪ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

21日㈯ パイピング横山
☎992-3329

22日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

23日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

28日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

29日㈰ 杉山産業
☎992-1131

９月の税金・料金

９月の水道工事当番店

人口統計　８月１日現在

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　

募　集
2020農林業センサス調査員
　農林業などに関する基礎資料の
整備を目的に、５年に１度「農林
業センサス」が全国一斉に実施さ
れます。市内の各調査区を担当す
る調査員を募集します。

税務・警察・選挙・暴力団に直
接関係のない満20歳以上の人

調査員任命期間▶︎令和２年１月７
日㈫～３月６日㈮
企画政策課にある申込書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。申込書は市公式ウェブサイ
トからもダウンロードできます。
９月13日㈮
企画政策課　995-1804

市衛生処理料金審議会委員
　し尿汲み取り料金は３年をめど
に料金の改定を行っています。し
尿汲み取り料金をより適正化する
ため、衛生処理料金審議会委員を
募集します。
任期／諮問事項の審議終了まで

市内に住んでいる人（下水道利
用者を除く）
若干名
９月13日㈮～30日㈪
生活環境課にある応募用紙に必

要事項を記入し、本人が直接提
出してください。
応募用紙の内容で選考します。
生活環境課　995-1816

小学生チャレンジ広場
図書館謎解きクエスト
　図書館内にある謎解きポイント
を探して謎を解き、全問正解を目
指しましょう。

９月28日㈯　10時～16時
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
筆記用具
鈴木図書館にある申込用紙に必
要事項を記入し提出してくださ
い。当日の参加もできます。
９月７日㈯　９時～
鈴木図書館　992-2342

岡村健康フェスタ参加者
10月26日㈯　13時～15時
岡村記念病院（駿東郡清水町柿
田）
院長講演、心臓リハビリ体験、
管理栄養士が作る健康食試食、
院内ツアーなど
大公開！新しい岡村記念病院　
治し支える医療の実現に向けて
９月10日㈫　10時～
当日参加もできます。

岡村記念病院　973-3221　
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どこどこ？ セブン（７）　いろんなくに 
出版社：㈱キッズレーベル

　左右のページから、７つの違いを探す絵本です。それぞ
れきれいでかわいいページには探し物クイズがあり、巻末
には間違い探しの「ヒント」もあります。親子で楽しめる
人気のシリーズ絵本の１冊です。

図書館利用者
長谷川 知

ち か

花さん
（５歳・佐野上宿）

おすすめ本の紹介

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書館　☎ 993-9305

２日㈪・９日㈪・17日㈫
24日㈫・26日㈭・30㈪休館日

９月

行事予定

一般書
	 ●おじさんのトランク　幻燈小劇場
 著：芦辺拓　光文社

	 ●八本目の槍
 著：今村翔吾　新潮社

	 ●下北沢インディーズ
	 　SIMOKITAZAWA
	 　INDIES
 著：岡崎琢磨　実業之日本社

	 ●緋い川
 著：大村友貴美　光文社

	 ●将軍の子
 著：佐藤巖太郎　文藝春秋

児童書
	 ●わたしはみんなのおばあちゃん
	 　はじめての進化のはなし
 絵：カレン・ルイス　文：ジョナサン・トゥイート　岩波書店

	 ●ロージーのひよこはどこ？
 さく：パット・ハッチンス　やく：こみやゆう　好学社

	 ●きんぎょすくいめいじん
 作：松成真理子　講談社（講談社の創作絵本）

	 ●すごいたいじゅうでうごきません。
 絵：平田景　作：平田昌広　国土社

	 ●めをとじてみえるのは
 え：イザベル・アルスノー　ぶん：マック・バーネット
 評論社（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

おはなしの会
 ７日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 21日㈯ 11時～ 文化センター図書室

第44回裾野牧水祭
 ８日㈰ 10時～ 文化センター歌碑前

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・
   文化センター図書室
 25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
 11日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 19日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 27日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

新刊紹介

17
2019.9

広報すその



救急協力医 September９月
診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

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

稲玉内科クリニック 991-5111 伏見 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

小林内科医院 921-2165 米山町 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

2 ㈪ 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

3 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

4 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

5 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

6 ㈮ 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

7 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

本村クリニック 969-0001 大塚 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

境医院 975-8021 竹原 えがわ医院 921-5148 高島本町

9 ㈪ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 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

11 ㈬ やぐち内科・循環器科
クリニック 973-3811 伏見 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野

12 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

13 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 金元整形外科医院 924-0112 松長 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 東医院 921-5520 高沢町

森岡医院 962-1084 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

なおきクリニック 929-8555 東椎路 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

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

小林医院 966-7700 今沢 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

17 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

19 ㈭ 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

20 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 山本整形外科・循
環器科 989-8111 南一色 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

21 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

18
2019.9
広報すその



 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科

22 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

おおい神経内科 922-8886 北高島町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

23 ㈪

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 よざ小児科医院 967-5722 原

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

24 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 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

25 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈭ 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

27 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

29 ㈰

新井内科クリニック 992-0811 久根 守重医院 931-2511 我入道
江川

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

岡田医院 921-5321 新宿町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

30 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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

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

1 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

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

8 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

沼津市立病院
924-5100 東椎路

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

15 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

米山歯科医院
988-8211 南一色

16 ㈪ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

22 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

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

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

23 ㈪ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

岩端医院
962-1368 大手町

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

29 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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９月

裾野っ子
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。 望月 太

たい
智
ち

さん
（２歳・滝頭）

笠井 紬
つむ

生
ぎ

さん
（２歳７カ月・久根）

松岡 咲
さき

さん
（３歳・上町）

白井 航
わたる

さん
（２歳11カ月・本茶）
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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
　 ９日㈪・30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
　 30日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 11日㈬　９時30分～11時15分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 ９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
　 ２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
　 11日㈬・27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
　 18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
●寄り道試食会
　 24日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 11日㈬　９時30分～11時
　 平成31年３月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 17日㈫　13時～
　 平成30年２月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 12日㈭　13時30分～15時
　 平成29年３月生まれの人
★３歳児健康診査
　 19日㈭　13時～
　 平成28年８月生まれの人
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表紙　Front cover

susonobito No.7

　８月25日㈰、兵庫県でWRO（World Robot 
Olympiad）Japan2019決勝大会in西宮が行われま
した。この大会は、小・中学生、高校生による国際ロ
ボット競技会です。富岡第二小学校６年生の荻野さん
と東小学校３年生の芹澤さんは、長泉小学校５年生の
今井理

り
人
ひと

さんと共にエレメンタリー部門で沼津予選会
を突破し、決勝大会に出場。３位の成績を収め、11
月にハンガリーで行われる国際大会への進出を決めま

した。
　大会では、その場
で組み立てた車型の
ロボットで人型のオ
ブジェクトを指定さ
れたとおりに移動さ

せます。コントローラーで操作するのではなく、プロ
グラミングで色判別などを行い、自動制御します。
「練習でセンサーがうまく動きませんでしたが、本番
はうまく動いたので良かったです」と荻野さん。芹澤
さんは「練習していたので、ロボットをスムーズに組
み立てられました」と決勝大会を振り返ります。
　２人は、平成29年に開校したロボ団裾野光明寺校
の第１期生です。月に２回、大会同様にロボットの組
み立てからプログラミングまで学
んでいます。国際大会に向けて
「スピードを付ける練習を頑張り
たいです」と意気込む２人。「１
桁の順位を目指します」と目標を
語ってくれました。

  ３ 特集　市民のふれあいフェスタ
 すその・消費生活展

  ４ 特集　市民芸術祭

  ８ トピックス

12 インフォメーション

目次　Contents

　９月７日㈯にすその駅前中央
商店街周辺で、富士山すその阿
波おどり大会が開催されました。
市内外から20の連が参加し、
訪れた人々は華麗な踊りを楽し
みました。最後は大迫力の乱舞
が披露され、裾野の夏を締めく
くりました。

華麗な踊りで観客を圧倒

ロボ団裾野光明寺校
左：荻野 壮

そ う

さん（12歳・呼子）
右：芹澤 楓

ふ う

磨
ま

さん（９歳・中丸中）

WRO Japan2019で３位
国際大会に進出

結核検診を市内各地で実施／平和の
想いを胸に広島へ／裾野吹奏楽フェ
スティバル／電池類は資源の日に収
集／市民無料相談を開催／里親にな
りませんか／優良広告景観賞／コ
ミュニティまつりを開催
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2019市民のふれあいフェスタすその・
第38回消費生活展

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
開催します。ご家族そろってお出かけください。

と　き／10月19日㈯・20日㈰　10時〜16時
　　　　※㈰は15時まで
ところ／市民文化センター

【イベント内容】
●ミニロボサッカーゲーム対戦
●新たなすそのブランド品10品目の認定式
●ハロウィンマルシェ▶︎ステージ、ゲーム、ワーク

ショップ、癒やし、カフェの５つのブース
●すその餃子祭り▶︎すそのギョーザ倶楽部ほか５店が

出店
●福島県相馬市の梨「新高」の販売（特産品相互取扱

協定締結市）
●親子工作教室（20日㈰のみ）
　▶︎建設業組合の指導を受けて、多目的踏み台を作製

市内に住んでいる小学生以下の人とその保護者
　 50組（先着順）
　 産業振興課へお申し込みください。
●すそのん、ファイゴンとのふれあいや記念撮影（裾

野高等学校、不二聖心女子学院）
●ダンス演技（M.I.A. Dance Factory）
●地震の揺れ体験（起震車）
●プレゼントがもらえるスタンプラリーやお菓子の無

料配布、仮装パレードなど
●幼稚園・保育園児が作ったガーランド展示

【イベント内容】
●おもちゃ病院▶︎子どもたちのおもちゃの修理と簡単

な手作りおもちゃの製作
　 壊れてしまったおもちゃ
　 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
●オリンピック・パラリンピックに関する展示（19

日㈯のみ）　
●クイズラリー▶︎先着順に地場産品をプレゼント
【パネルの展示】

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
食パンやハムに使われて
いる食品添加物
保険の見直し 情報

ライフプラネット 油
あぶら

と脂
あぶら

のはてな？
沼津友の会裾野最寄 家計簿をつけましょう
明るい社会づくり運動
静岡県裾野地区協議会

市役所駐車場での上質古
紙回収：毎月第二㈯９時～

県地球温暖化防止活動
推進センター（19日㈯のみ）

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（19日㈯のみ） 賢い電気の使い方

静岡ガス㈱
くらし事業本部

天然ガスおよび家庭用燃
料電池（エネファーム）
の紹介

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 あなたは狙われている!!
悪質商法にご用心

2019市民のふれあいフェスタすその
“令和だ！フェスタだ！すそのブランドとハロウィンで”

第38回消費生活展
“くらしサンサンフェスタ”
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市民芸術祭
裾 野 に 広 が る 文 化 の 輪特集

と　き／10月30日㈬〜11月３日㈰、11月６日㈬〜10日㈰
ところ／市民文化センター
開会式／10月30日㈬　10時〜

　毎年秋に開催している、市民が主役の
文化の祭典。今年のテーマは「実感・響
き」。展覧会（書道・文芸・華道・手芸
工芸・絵画）や囲碁大会、茶会、音楽祭、
吟道祭、芸能祭などが行われます。
　また、製作実演や生け花、楽器演奏な
ど、さまざまな分野の芸術・文化を体験
する日もあります。人物、作品、技術を
通して文化に触れてみませんか。

生涯学習課　994-0145

第１部
部 　門 と 　き 内 　容

展覧会 10月30日㈬～11月3日㈰
９時～17時（最終日は16時まで）

書道展（篆
て ん こ く

刻・染織を含む）、華道展（生け花・フラワーデザ
イン）、文芸展（短歌・俳句・連句）、ジュニア展（幼児、
小・中学生による書道・生け花・親守詩）

囲碁大会 11月２日㈯
９時30分～17時

囲碁愛好会員と市民の公開対局など
（エントランスホール）

音楽祭

11月２日㈯
13時～16時30分

混声合唱、女声合唱、児童合唱、マンドリン、ハーモニカ、二
胡、大合唱「With You Smile」・「歓喜の歌」

11月３日㈰
16時15分～17時 弦楽合奏、吹奏楽

吟道祭 11月３日㈰
13時～16時 詩吟、詩吟体験、詩舞（詩吟と舞踊の共演）、大合吟「神州」
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市民芸術祭
裾 野 に 広 が る 文 化 の 輪特集

日時／11月３日㈰　11時～14時
〔実演パフォーマンス〕
　ハーモニカ合奏・歌、詩吟（合吟・連吟実

演）、阿波踊り実演・体験、演歌歌謡バン
ド、アカペラコーラス、ポピュラーソング
デュオ、弦楽演奏、二胡の説明・名曲実演、
日本舞踊は健康体操

〔体験・実演ブース〕
　生け花（小・中学生、大人）、七宝焼、市

民参加による連句実作会、色紙作り、彫刻、
バイオリン演奏、タイル画作成、茶道、
篆
てんこく

刻作り実演、羊の毛手紡ぎ実演

　11月３日㈰は「芸術に触れる文化の日」として、
皆さんが実演・体験できる催しを多数用意しています。

第２部
部 　門 と 　き 内 　容

展覧会 11月６日㈬～10日㈰
９時～17時（最終日は16時まで）

手芸・工芸展（七宝焼・彫刻・陶芸・絵手紙など）、写真展、
絵画展（油彩画・水彩画・日本画・墨画・タイル画など）

茶会

11月９日㈯
10時～15時 表千家茶道教室

11月10日㈰
10時～15時 北児童館茶道教室（裏千家）

芸能祭
日舞・邦楽の部

11月９日㈯
13時～16時 日本舞踊、民謡、剣舞、箏曲

芸能祭
洋舞・音楽の部

11月10日㈰
12時30分～17時

童謡（童唄）、大正琴、ロックバンド、バレエ、フラダン
ス、手話ダンス、チアダンス、一輪車ダンスなど

11/3
㈰は 芸術に触れる文化の日
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市内に住んでいる、昭和30年３月31日までに生ま
れた人
結核健康診断通知書、がん検診等受診表（個別通
知）

　※対象者で通知が届かない人や、紛失した人は直接
会場にお越しください。
次の人は、通知が届いても検診の必要はありません。

　・勤務先で検診を受ける人
　・３カ月以内に胸部レントゲン撮影を受けた人
　・胸の疾患で通院している人
　・本年度、肺がん検診を受けた人または受ける人
　・脳ドックを受ける人
　※過去に肺や心臓の病気をしている人は、結核検診

　の受診について主治医と相談してください。

結核は今でも日本最大級の感染症です
結核検診を11/１㈮から11/11㈪まで、市内各地で実施 WEBBB

　結核は過去の病気ではありません。平成29年に、国内で新たに結核患者として登録
された人数は16,789人です。欧米先進国の結核罹

り
患
かん

率が人口10万人あたり10人以下
で低まん延国となっているのに対し、日本は人口10万人あたり13.3人と中まん延国と
なっていて、欧米先進国より高い数値が報告されています。
　結核への罹

り
患
かん

を減らすために、今年も結核検診を実施します。対象者には、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

日にち 会場 時間

11月６日㈬
田場沢区集会所 13:40～14:00
中里地区集会所 14:10～14:30
上ケ田集会所 14:40～15:00

11月７日㈭

市民体育館 9:00～9:40
安全タクシー 9:50～10:10

西中学校 10:20～10:50
桃園公民館 11:00～11:30
葛山集会所 13:40～14:00

富岡地区コミュニティセンター 14:10～14:50

11月８日㈮

千福が丘小学校 9:00～9:30
千福公民館 9:50～10:10
石脇公民館 10:20～10:40

福祉保健会館 10:50～11:30
久根公民館 13:10～13:30

町震地区コミュニティセンター 13:40～14:00
深良地区コミュニティセンター 14:10～14:30
切遠地区コミュニティセンター 14:40～15:00

11月11日㈪

クリエイトエス・ディー
　裾野茶畑店 9:00～9:30

本茶公民館 9:40～10:00
中丸公民館 10:10～10:30
天理教教会 10:40～11:00
富士見台公園

（雨天時、富士見台公民館前） 11:10～11:30

市役所 13:15～14:30
中丸上公民館 14:40～15:00

　・どの会場でも受診できます。
　・受診は１人１回のみです。

日にち 会場 時間

11月１日㈮

かつ榮 9:00～9:30
富沢公民館 9:40～10:00
南町公民館 10:10～10:30
南児童館 10:50～11:10

麦塚公民館 11:20～11:40
㈱スソノ物流

※旧中山運送（茶畑） 13:15～13:30

市民体育館 13:45～15:00

11月３日㈰ 市役所（一般受付） 9:00～11:00
市役所（車いす対応） 11:10～11:30

11月５日㈫

南堀地区集会所 9:00～9:20
原区集会所 9:30～9:50
岩波公民館 10:00～10:20

御宿新田地区
コミュニティセンター 10:30～10:50

深良新田公民館 11:00～11:20
杉山幸雄様宅（市の瀬） 13:15～13:30
髙田泰幸様宅（峰下） 13:40～14:00

向田小学校体育館 14:10～14:30
青葉台中公園

（雨天時、青葉台公民館前） 14:40～15:00

11月６日㈬

十里木高原集会所 9:00～9:20
須山地区研修センター 9:40～10:00

須山二区集会所（田向集会所） 10:10～10:30
下和田地区集会所 10:40～11:00

呼子公民館 11:10～11:30
今里本村集会所 11:45～12:00

金沢公民館 13:10～13:30

♦︎結核健康診断日程表♦︎

2019.10
広報すその6



　音楽活動を通した青少年の健全育成と、市内の音楽
文化の振興のため、市内の小・中学校、高等学校の吹
奏楽部が一堂に会する演奏会を開催します。各校ごと
に特色ある演奏をお楽しみください。

10月12日㈯　13時～　
　※開場▶︎12時

市民文化センター大ホール

出演団体／深良小学校、東小学校、富岡中学校、東中
学校、西中学校、不二聖心女子学院、裾野高等学校

演目
学校名 曲名

深良小学校 はずむ心のマーチ、世界に一つだ
けの花、フィナーレ

東小学校 東小校歌、錨
いかり

を上げて、星条旗よ
永遠なれ、HANABIほか

富岡中学校 世にも奇妙な物語、さんぽ・とな
りのトトロ、アラジンメドレー

東中学校 ルパン三世のテーマ、アラジンメ
ドレー、ファンタズミック

西中学校 令和、ＴＴ、彼こそが海賊、アラ
ジンセレクション

不二聖心女子学院 ぼ よ よ ん 行 進 曲 、 星 野 源 メ ド
レー、パプリカ

裾野高等学校 ライオンキングメドレー、小さな
恋の歌

生涯学習課　994-0145

　市は、平成27年12月９日「平和都市」を宣言し、
平和都市実現のための事業を展開しています。その一
環で、平成28年度から市内の中学生代表を広島市に
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。

市内の中学生10人が広島を訪問
　７月25日㈭から27日㈯まで、市内５つの中学校の
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、本川小学校などの平和学習施設を訪れま
した。各施設では、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。
平和な世界のために 〜今私たちにできることは〜
　８月７日㈬、広島市に派遣された生徒の報告会を鈴
木図書館で行いました。平和学習で見たこと、聞いた

こと、感じたことなど、生徒一人ひとりが平和に対す
る思いを報告しました。また、同館で開催された「あ
いとへいわ展」と市役所庁舎１階に、平和についての
作文を折り鶴や写真と共に展示しました。
　参加した生徒のうち代表２人が、８月15日㈭に市
民文化センターで行われた戦没者追悼式で作文を朗読
しました。

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 広島市に派遣された市内の

中学生10人の作文を掲載中
WEBBB

裾野吹奏楽フェスティバル2019を開催
市内小・中学校、高校の吹奏楽部が一堂に参加 WEBBB
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　各分野の専門家が相談に応じます。申し込みは不要
です。直接会場へお越しください。

10月21日㈪　※受付▶︎終了時刻の20分前まで
市役所４階会議室

行政相談　10/７㈪〜10/13㈰は行政相談週間
　市内には、２人の行政相談委員がいます。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。気軽に相談してください。

10時～12時、13時～15時
行政相談委員

湯山貴志子さん（御宿）　　芹澤隆伸さん（茶畑）

人権相談
　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。

10時～12時、13時～15時
資格団体相談
　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。

10時～12時

戦略広報課　995-1802

　電池類の中でもリチウムイオン電池は、破損・変形
によって、発熱や発火する危険性があります。不要に
なった電池は、正しく処分してください。

火災事故が発生しています
　燃えるごみや粗大ごみ、プラスチック製容器包装に
混入したリチウムイオン電池が原因の火災事故が報告
されています。リチウムイオン電池は中に燃えやすい

液体が入っていること
もあり、発火の危険性
が特に高いといわれて
います。

◀︎発火した
　リチウムイオン電池

適正な分別を
　リチウムイオン電池を含む充電式電池類は、携帯電
話やスマートフォン、デジタルカメラ、モバイルバッ
テリー、加熱式たばこ、コードレスタイプの掃除機な

ど、多くの家庭用小型電気機器に使用されています。
充電池やボタン電池、コイン電池は、端子部分を透明
なセロハンテープで絶縁し、資源ごみの収集日に「電
池類」のボックスに出してください。

生活環境課　995-1816
　美化センター　992-3210

電池類は資源の日に収集
不要になった電池は適切な処分を WEBBB

市民無料相談を開催
行政相談、人権相談、資格団体相談 WEBBB

屋外焼却はやめましょう！

　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
時期、切り落とした枝や刈った草、落ち葉などの
屋外焼却を行う例が多く見受けられますが、屋外
焼却は原則禁止です。
　例外として、屋外焼却が認められる場合もあり
ますが、周囲に住んでいる人の健康を害したり、
洗濯物を汚したりすることがないよう配慮が必要
です。

弁護士による法律相談
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～
戦略広報課へ電話でお申し込みください。
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　地域の子どもからお年寄りまでの交流を深め、地域
住民のコミュニティの推進を図るとともに、住みよい
地域づくりを目的としてコミュニティまつりを開催し
ます。
　楽器演奏、乗り物や遊びの体験コーナー、防犯・交
通安全の啓発など、地域の人々による工夫を凝らした
さまざまな催し物を用意しています。

西地区
11月３日㈰　８時50分～13時
西小学校
和太鼓・吹奏楽・ギターの演奏、ミニ新幹線、遊び
と体験コーナー（竹馬、射的）、工作コーナー（石
の飾り、竹細工）、
園児絵画展、じゃん
けん大会、飲食物販
売など

東地区
11月３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、防犯・防災・交通安全コー
ナー、福引、飲食物販売など
市民課地区振興係　995-1874

コミュニティまつりを開催
地域の交流を深める WEBBB

　10月は里親月間です。さまざまな事情によって
家庭で養育されることが難しい子どもを、自分の家
庭に迎え入れ、愛情と正しい理解をもって養育する
人のことを「里親」といいます。子どもたちは、温
かい家庭生活を提供してくれる里親を求めています。
里親になるには／●経済的に困窮していない家庭で、

子どもの養育について理解と熱意をもっているこ
とが求められます。●県が実施する研修を修了す
ることなどが必要です。

里親になったら／●児童相談所が面会や交流を繰り
返し、養育をお願いする子どもを決定します。

　●子どもの養育をお願いしている間は、定められ
た養育に必要な経費が公費で支給されます。●子
育ての悩みや不安には、児童相談所などが相談に
応じます。
子育て支援課　995-1841

　東部児童相談所　920-2085

里親になりませんか
10月は里親月間 WEBBB

　富士山などの自然景観に調和したデザインの広告
物や、まち並みと調和したデザインの広告物を募集
しています。
募集部門／●優良デザイン部門▶︎良好な景観形成に

寄与し、まち並みに合わせ、規模や色彩などを創
意工夫したもの●景観協力部門▶︎市屋外広告物条
例施行後（平成25年３月25日以降）に既存不適
格となった広告物で、許可基準を満たし新たに設
置されたもの

表彰／●優良デザイン部門▶︎最優秀賞、優秀賞、奨
励賞を授与●景観協力部門▶︎感謝状を授与
まちづくり課にある応募用紙に必要事項を記入し、
写真を添えて、提出してください。　※応募用紙
は市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
10月31日㈭
まちづくり課　995-1829

第２回優良広告景観賞
の募集 WEBBB
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Photograph

光の不思議を体験しよう （８月７日）

　オーストラリア小・中学生夏休み短期派遣事業の報
告のため、派遣された児童・生徒10人が市役所を訪
れました。フランクストン市で11日間のホームステ
イを行った生徒たちは「現地の学校で授業を受け、教
育や文化の違いを学びました。帰る時は、涙を流して
別れを惜しみました」などと話しました。

現地の生徒と異文化交流 （８月19日）

　第３回エコマルシェが市民文化センターで行われま
した。古着の販売やリメイクのワークショップなどの
ブースが出展し、多くの家族連れでにぎわいました。
中でも子どもたちに人気だったのは、使わなくなった
おもちゃを持ち寄り、別のおもちゃと交換する「おも
ちゃ交換会」。リユースの精神を学ぶ良い機会となり
ました。 特派員：鈴木 敬盛

　第46回富岡地区夏祭り大会が、富岡第一小学校グ
ラウンドで開催されました。金魚すくいやビンゴ大会
を皮切りに、各種模擬店が祭りの雰囲気を盛り上げま
した。盆踊り大会と花火大会で会場は最高潮に。大勢
の参加者で真夏の祭典を楽しみました。

特派員：中村 隆司

令和とみおか 和になっておどろう！

リメイク・リサイクルの楽しさを体験（８月22日）

（８月10日）

　工作や体験学習を通して科学について理解を深める
「夏休み子ども体験講座」が、東西公民館で開催され
ました。小学生16人が参加し、沼津工業高等専門学
校の野毛悟さんの指導で、プリズムや偏光板、回析格
子を用いた実験を通し、光の3原色や光の性質につい
て学びました。

特派員：渡邊 英機
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フォトグラフ

　パノラマ遊花の里でコスモス畑の草刈・草取りイベ
ントが約110人のボランティアによって行われました。
汗ばむような陽気の中、参加者の手際の良い作業で、
きれいな畑になりました。蝶やトンボがたくさん飛ん
でいて秋の気配が少しずつ感じられる１日でした。

特派員：中村 隆司

富士山とコスモスの共演を
たくさんの人へ （８月31日）

　６歳以下の子どもを対象にした「JFAキッズサッ
カーフェスティバル静岡 裾野＆御殿場」が、運動公
園陸上競技場で開催されました。参加した約200人の
子どもたちは19チームに分かれ、サッカーを楽しみ
ました。サッカー日和の爽やかな陽気の中、サムライ
ブルーのように元気にピッチを駆け回りました。

サムライブルーのように
ピッチを駆ける （９月７日）

　第44回裾野牧水祭が市民文化センターで開催され
ました。裾野牧水を語る会会長の藤岡武雄さんが関東
大震災時の牧水について「酒を飲んで寝ていて、全く
気付かなかったそうです」などとエピソードを紹介し、
会場は和やかな雰囲気に。出席した約70人の関係者
らは、在りし日の牧水をしのんでいました。

特派員：杉本 武滿、鈴木 敬盛

牧水の遺徳をしのぶ （９月８日）

　ベルシティ裾野店前で、下水道の日啓発キャンペー
ンが行われました。９月10日は下水道の役割りや下
水道設備の重要性について関心を深めるための記念日
です。上下水道経営課・工務課の職員が、小型ライト
やウェットティッシュなどが入った啓発グッズを買い
物客に手渡し、下水道の普及を呼び掛けました。

下水道の日に啓発活動 （９月10日）
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Information

おしらせ
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。

11月28日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
11月14日㈭

国保年金課　995-1813
平松地区ふれあいサロン勉強会
『生活ごみとマイクロプラスチッ
ク』
　市民活動センターのサポート企
画として、勉強会を開催します。
申し込みは不要です。直接会場へ
お越しください。

10月19日㈯　10時～12時
　※開場▶︎９時30分

平松公民館（佐野原神社境内）
海洋に流出したプラスチックご
みは、自然分解されず、海の生
態系や人体に影響を与えている
といわれています。生活から出
るごみが地球環境に与えている
影響とその対策を学び、家庭や
地域でできることを実践するた
めの勉強会です。
生活ごみとマイクロプラスチック
五
ごみょう

明玲子さん（環境カウンセ
ラー）
100円（お茶代）
筆記用具
●ふれあいサロンプログラムと
して、歌や筋トレ、茶話会など
も行います。

　●駐車場に限りがあります。車
で来る場合は、市役所に停め、
徒歩で会場へお越しください。
市民活動センター　950-8875 

Ｊアラート緊急地震速報全国訓練
　Ｊアラートを活用した「緊急地
震速報全国訓練」が行われます。

11月５日㈫　10時ごろ
自動起動で広報無線の屋外ス
ピーカーや戸別受信機から訓練
放送を流します。
気象状況などによっては、訓練
用の緊急地震速報発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

空き家の無料相談会
　空き家に関する悩み事（管理、
活用、処分、相続、トラブル、住
み替え、税制など）について、司
法書士や税理士、建築士、宅地建
物取引士などが無料で相談に応じ
ます。

11月23日㈯　10時～15時
御殿場市民会館（御殿場市萩原）
10月９日㈬～11月22日㈮

静岡不動産流通活性化協議会
事務局　054-247-3823

税務署の面接相談は事前予約制
　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
で面接相談を実施しています。希
望する人は、事前に予約をお願い
します。

沼津税務署に電話をかけ、自動
音声案内で「２」を選択後、担
当者に氏名・住所・相談内容・
希望日時を伝えてください。

予約受付時間／月～金曜日の８時
30分～17時　※祝日と年末年
始を除く
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

にこにこキャラバン“東地区の巻”
　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

10月29日㈫　10時～12時
東地区コミュニティセンター
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
民生委員児童委員協議会（土屋）

　997-2031
10月は食品ロス削減月間
　市は全国おいしい食べきり運動
ネットワーク協議会に加盟し、
10月を食品ロス削減月間と定め、
全国共同キャンペーンに参加しま
す。買い物に出かけるときや料理
を作るときに以下のことに気を付
けましょう。
・買い物に出かける前に、冷蔵庫

を確認する。
・ばら売り、量り売りを利用して

必要な分だけ購入する。
・週に１回は「冷蔵庫一掃デー」

（消費期限が近い食材を使い切
る日）を設定する。

・自分が食べ切れる量（適量）を
見つける。

・家族の予定を把握し、必要分だ
け料理を作る。

・いつも捨てていた部分を工夫し
て、食材を使い切る。

・使い切り、食べ切りを意識して
食材の保存方法を工夫する。
生活環境課　995-1816
http://info.pref.fukui.lg.jp/
junkan/tabekiri/network/
（全国おいしい食べきり運動
ネットワーク協議会）
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お知らせ

国保高齢受給者証交付会
　11月１日㈮から対象となる人
に、受給者証を交付します。

10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10月２日～11月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

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㈫～
令和２年３月31日㈫

　三島市、御殿場市、小山町の医
療機関▶︎10月１日㈫～令和２
年１月31日㈮
市に住民登録がある、次のいず
れかに該当する人

　①予防接種を受ける日に満65
歳以上の人

　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
る人の内、身体障害者手帳１級
または同程度の障がいがある人

接種券の送付・発行／生年月日が
昭和30年１月31日までの人に
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
の人は、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

富士山資料館「もみじ観察会」
11月10日㈰　９時30分～12時

　※雨天時は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
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。
大森紀行さん
300円
防寒着、飲み物、カメラ（お持
ちの人のみ）など
車でお越しの人は第２駐車場を
ご利用ください。
富士山資料館　998-1325

三世代同居支援事業（住宅新築・
購入・改修補助）

新たに市内で三世代同居を始め
る中学生以下の子どもがいる世
帯で、引き続き５年間三世代同
居をする意思のある人
商工会会員事業者が請け負う、
三世代同居のための新築または
住宅の購入費用やリフォーム費
用を補助します。

補助率／新築または住宅の購入費
用▶︎10％（最大100万円）

　リフォーム費用▶︎10％（最大
50万円）　※50万円以上の工
事に限る
事業着手前に、三世代であるこ
とが確認できる証明書などをお
持ちの上、商工会に申請してく
ださい。
この事業は予算の範囲内で行い
ます。
商工会　992-0057

　産業振興課　995-1857
https://www.susonoshi-sci.
com/（商工会）

自然環境などと再生可能エネル
ギー発電事業との調和に関する条
例制定に係る説明会
　当市の美しい景観や眺望を守り
つつ、再生可能エネルギー発電事
業との調和を図るため、事業の規
模や区域に応じ、必要な事項を定
める条例の制定に関する説明会を
開催します。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

10月18日㈮　19時～
市役所地下会議室
条例の原案に関して説明します。
まちづくり課　995-1828

10月１日は「浄化槽の日」
浄化槽は適切に管理を
　浄化槽使用者は、次のとおり浄
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

トイレの排水だけを処理する単
独処理浄化槽の場合、生活雑排
水は処理されません。合併処理
浄化槽は生活雑排水も処理する
ため、放流する汚れが８分の１
になり、環境に配慮されます。付
け替えには補助の上乗せを行っ
ています。水環境を守るために
積極的な転換に努めましょう。
生活環境課　995-1816
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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
もののふの里葛山城まつり〜葛山
城下御前試合・国盗り合戦〜

11月３日㈰　10時～13時45分
仙年寺駐車場　※雨天時は富岡
第一小学校体育館
チャンバラ合戦、手裏剣体験、
甲
かっちゅう

冑武者による寸劇、飲食物の
出店など
もののふの里葛山城まつり

　実行委員会　997-1035
企業・事業者向けメールマガジン
　国や県、市が実施している補助
事業や雇用に関する研修会などの
情報を月２回配信しています。

市内に事業所・工場・店舗など
がある企業や商店、事業主の人
登録・配信は無料ですが、通信
料は負担してください。
件名を「メールマガジン配信希
望」とし、本文に①企業名（事
業主名）②業種③業務内容④住
所⑤電話番号⑥担当部署名を入
力して、以下のメールアドレス
に送信してください。
過去の配信内容は、市公式ウェ
ブサイトで閲覧できます。
産業振興課　995-1857
shoukou_magazine@city.sus
ono.shizuoka.jp

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・中学生と高校
生相当年齢の人には、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　
た人は、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

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
えている人の児童▶︎5,000円

支給日／10月10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
当市に転入した人や子どもが生
まれた人は、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

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。
●静岡ガスリビング株式会社東部

営業所
沼津市岡一色809

TEL927-2825
上下水道工務課　995-1834

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。

11月６日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター福祉課

　（沼津市高島本町）
11月５日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
温水プール利用助成券利用施設の
追加
　10月１日㈫から以下の施設で
も温水プール利用助成券が利用で
きるようになりました。利用する
場合は、市民体育館で利用助成券
の交付を受け、利用施設にお持ち
ください。
追加施設／ふれあいプール玉穂

（御殿場市茱萸沢）
利用料金（助成後）／大人300円、

子ども・高齢者（70歳以上）・
　障がい者大人200円、障がい者

子ども100円
生涯学習課　992-6900
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お知らせ

美化センターへのごみの直接持ち
込み休止
　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

10月30日㈬
美化センター　992-3210

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。

11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

教室・講座
ペットの災害対策研修会

11月７日㈭　10時～12時
市民体育館多目的ルーム
市内に住んでいて、犬や猫を
飼っている人またはこれから飼
おうとしている人
20人（先着順）
ペットの災害対策として重要と
なるペットの同行避難、日頃か
らのしつけ（模範犬の実演）、
健康管理、必要な物資などにつ
いて学びます。
10月30日㈬
ペットを連れての参加はできま
せん。

生活環境課　995-1816

市民まちづくり講座
まち新聞発行編
　市民まちづくり講座は、やりた
いことや興味のあることから、市
民一人ひとりが楽しみながら社会
やまちと関わりを持ってもらうこ
とを目指し、開催しています。
「まち新聞発行編」の第２回目と
して、情報発信をテーマに基調講
演を行います。

10月27日㈰　10時～12時
生涯学習センター２階学習室１
50人（先着順）
30年以上雑誌を発行し続けて
いる講師が「雑誌発行人」とし
て、全国を股に掛けて地域に光
を当て、伝えてきたからこそ見
えている地域の可能性と情報発
信の楽しさを伝えます。
地域は面白いことに満ちている
「伝える・つながる情報発信」
菅原歓一さん（雑誌「かがり
火」発行人）
市民活動センターに、名前、住
所、電話番号、メールアドレス
またはファクス番号を連絡して
ください。
市民活動センター　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

募　集
ドライビングシミュレータ実験
　トヨタ自動車㈱は、交通事故死
傷者ゼロの実現に貢献するため、
運転支援・自動運転車の開発に取
り組んでいます。運転支援・自動
運転車の運転データや操作データ
を計測するドライビングシミュ
レータ実験の参加者を募集します。

11月11日㈪～令和２年３月31
日㈫　９時30分～20時の内約
２時間
トヨタ自動車㈱東富士研究所内
ドライビングシミュレータ施設
市内または近隣に住んでいる普
通自動車運転免許のある人（週
１回以上の運転頻度）
160人（男性80人、女性80人）
㈱カーテックフジに氏名・性
別・年齢・連絡先を連絡してく
ださい。
令和２年１月31日㈮
●参加日時は申し込み受け付け
後、個別に調整します。●簡易
運転診断結果と謝礼（約３千
円）を支給します。
㈱カーテックフジ　飯塚

　997-2633（受付９時～17時）
997-2344
ds-cartec@galaxy.ocn.ne.jp
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Information

人口 51,690人
男性 26,253人　女性 25,437人

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

５日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

６日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

12日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

13日㈰ 工管設
☎993-1603

14日㈪ ㈲富士設備
☎997-1507

19日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

20日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

22日㈫ 山崎設備
☎997-6766

26日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

27日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

10 月の税金・料金

10月の水道工事当番店

人口統計　９月１日現在

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　

募　集
サイパン交流40周年記念『サイ
パン体験ホームステイ』無料招待

12月27日㈮～１月２日㈭
サイパン島
小学３年生～高校３年生
クリスマス体験、地域見学など
10月18日㈮　※当日消印有効

(公財)国際青少年研修協会
　03-6417-9721 
鈴木図書館ぬいぐるみお泊まり会
　ぬいぐるみが図書館に泊まり、
探検する様子を写真撮影し、アル
バムにして参加者にプレゼントし
ます。
持ち込み期間／11月７日㈭９時

～10日㈰17時
返却日時／11月16日㈯　10時50

分～　※同日11時から行うお
はなしフェスティバルにぬいぐ
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
15人（先着順）
ぬいぐるみ（１家族につき１
体）
10月26日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342

動物愛護ボランティア意見交換会
11月５日㈫　13時30分～
東部総合庁舎別館２階婦人セン
ター集会室（沼津市高島本町）
動物愛護ボランティアに興味の
ある人、動物愛護ボランティア
活動を行っている人
県動物愛護管理推進計画の進捗
状況の説明、地域活動の充実な
どに関する意見交換
10月25日㈮

生活環境課　995-1816
ファミリーサポート事業
まかせて会員
　ファミリーサポート事業は、子
育てを応援したい人「まかせて会
員」と子育てを応援してほしい人
「おねがい会員」、どちらも活用
したい人「どっちも会員」が、育
児を助け合うボランティア活動で
す。子育てをしながら働く人や急
な用事で一時的に子どもを預かっ
てほしい人が安心して子育てでき
るようサポートします。
　「まかせて会員」を募集してい
ます。資格や経験は特にいりませ
ん。
まかせて会員報酬／１時間当たり

600円
子育て支援課　995-1841
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ドラえもん海底大探検 
出版社：小学館

　海底に関するさまざまな謎や不思議につい
て、ドラえもんが答えてくれる、楽しくて、
勉強にもなる本です。 図書館利用者

國
くにひろ

弘 慎
しんいちろう

一郎さん
（８歳・伊豆島田）

海の中や
大陸の話が

ハラハラドキドキで、
道具を使っていて

面白いです。

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

７日㈪・15日㈫・21日㈪
24日㈭・28日㈪休館日

10月

行事予定

一般書
	 ●無実の君が裁かれる理由
 著：友井羊　祥伝社

	 ●伊勢佐木町探偵ブルース
	 　ISEZAKICHO	DETECTIVE	BLUES 
 著：東川篤哉　祥伝社

	 ●ラッコの家
 著：古川真人　文藝春秋

	 ●昭和天皇の声
 著：中路啓太　文藝春秋

	 ●五つ数えれば三日月が
 著：李琴峰　文藝春秋

児童書
	 ●かわにくまがおっこちた
 絵：レウィン・ファム　著：リチャード・T.モリス　岩崎書店

	 ●スノーウィとウッディ
 さく：ロジャー・デュボアザン　やく：石津ちひろ　好学社

	 ●ふみきりかんかんくん
 絵：武田美穂　作：斉藤洋　講談社

	 ●コリンのお店びらき
 絵：山西ゲンイチ　文：ひこ・田中　BL出版

	 ●じゃない！
 作：チョーヒカル　フレーベル館

親子おはなし広場
 １日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

おはなしの会
 ５日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 12日㈯ 11時～ 文化センター図書室

ファーストブック・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階展示室

絵本とおしゃべりのへや
 ８日㈫ 10時～12時 本館２階展示室

新刊紹介

おすすめ本の紹介開館時間の
お知らせ

　毎週、木曜日と金曜
日は９時から19時ま
で開館しています。
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救急協力医 October10月 診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 東医院 921-5520 高沢町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

2 ㈬ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

3 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

4 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 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

5 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

6 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

旭医院 966-0031 原 白石医院 951-4593 市道町

7 ㈪ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 青木整形外科医院 922-0521 高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

10 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

11 ㈮ 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 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

12 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈰

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

杉山医院 972-3223 伏見 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

山谷内科医院 966-5333 青野 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

14 ㈪

清水館医院 993-2323 茶畑 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

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

15 ㈫ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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

16 ㈬ 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 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

17 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

18 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 えがわ医院 921-5148 高島本町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈯ 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

20 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

岩渕内科医院 951-4579 添地町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

21 ㈪ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科

22 ㈫

おぐち医院 992-6611 深良 東医院 921-5520 高沢町

柿田川医院 973-3601 柿田 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

さとやまクリニック 939-8031 東原 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

23 ㈬ 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 西村医院 971-6510 下土狩

24 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

25 ㈮ 森医院 966-2017 石川 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

26 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 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

27 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 守重医院 931-2511 我入道

江川

28 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 田中クリニック 992-1881 伊豆島
田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

30 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

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

前原

31 ㈭ 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

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

６㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

秋山歯科医院
986-1390 下土狩

13 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

14 ㈪ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

MI総合歯科クリニック
988-1185 下土狩

20 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

本多眼科医院
931-1519 御幸町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

22 ㈫ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

木村眼科
967-4611 原

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

中原歯科医院
993-3300 佐野

27 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

小川歯科医院
993-3200 佐野

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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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
　 ７日㈪・28日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 28日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ４日㈮　18時30分～20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 21日㈪　13時～15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ７日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 25日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 ３日㈭・28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
●寄り道試食会
　 29日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 ９日㈬　９時30分～11時
　 平成31年４月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 15日㈫　13時～
　 平成30年３月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 10日㈭　13時30分～15時
　 平成29年４月生まれの人
★３歳児健康診査
　 17日㈭　13時～
　 平成28年９月生まれの人

★すそのウォーキング

11月３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人
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
人）
●すその健康マイレージ対象で
す。●小雨決行です。

●こころの健康づくり講演会

11月13日㈬　13時30分～15 
時
生涯学習センター３階学習ホー　
ル
160人
令和を生き抜く人間力 ～夫源
病、妻源病を知っていますか～
石蔵文信さん（大阪大学人間科
学研究科未来共創センター招へ
い教授）
すその健康マイレージカード
（持っている人）
●すその健康マイレージ対象で
す。●定員に達しない場合は、
当日も受け付けます。

●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
周りの人へ口コミで広める“健幸
アンバサダー”を養成します。

11月29日㈮　13時30分～16
時30分
福祉保健会館
市に住民登録のある人で、講座
終了後に健幸アンバサダーとし
て活動できる人
50人（先着順）
健幸アンバサダーに期待される
役割や生活習慣病予防の知識や
技術を身に付けます。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。
11月15日㈮
動きやすい服装、筆記用具
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オランダで手作りにこだわった
味噌を一流レストランに提供

　廣瀬さんは、３年ほど前からオランダのロッテルダ
ムで、その土地の材料を生かし、天然醸造にこだわっ
た手作りの味噌を販売しています。
　病気の父親に少しでも体に良いものを食べさせてあ
げたいと、発酵食品の味噌にたどり着いたのがきっか
けです。味噌作りには祖母のレシピを参考にしていま
す。イギリスに留学経験のある廣瀬さんは、ヨーロッ
パでその土地の食材を生かした手作り味噌を作ろうと
一念発起。各地を巡り、オープンでチャレンジする人

を受け入れ、良いもの
は取り入れてくれる国
民性を感じたオランダ
を拠点に決めました。
　大豆にこだわらず、
ひよこ豆など地元の有

機農業で育てた材料を自ら仕入れ、最後まで手作りに
こだわった味噌。現在は７種類ほどを販売しています
が、店舗は持たず、レストランなどに直接届けていま
す。「全部一人で行っているので世界一小さな味噌屋
かな」とおどける廣瀬さんですが、使ってくれたお店
のリピート率はほぼ100パーセント。一流レストラン
のシェフたちからも認められ、新聞などでも紹介され
ました。
　「裾野は人も自然も本当に素晴
らしく、友人もよく招待しＰＲし
ています。裾野の食材を使った味
噌も作ってみたいです。」と明る
く語ってくれました。
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19 インフォメーション

平成30年度水道事業会計決算報告・下水道
事業会計決算報告／東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース（男子）コースサポー
ター・ボランティア募集／税の滞納整理強化
月間／裾野駅西口駅前広場を移転／年金月間
／秋季全国火災予防運動／地域防災訓練／深
良・富岡地区コミュニティまつり／みらい会
議／歴史探訪講座参加者募集／放課後児童室
入室募集／市営墓地使用者募集／住民票・マ
イナンバーカードなどへの旧氏併記／年末調
整説明会などの説明会／パブリックコメント
条例（案）への意見募集

　富岡地区体育祭が10月６日
㈰に開催されました。地区内の
19区が参加。男女混合リレー
や綱引きなどが行われ、子ども
から大人まで世代を超えて熱戦
が繰り広げられました。

スポーツで地域の絆を深める

廣瀬 絵里加さん
（35歳・切久保）
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新成人者祝賀駅伝大会
参加チームを募集
新成人の門出を祝う

特集

市民体育館　993-0303
susono@shinko-sports.com
http://susono-sports-c.jimdo.com

１月12日㈰　８時～
スタート／須山小学校　ゴール／市民文化センター

７部門の参加チームを募集

参加資格／市内に住んでいるか通勤・通学している人
部門／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35
歳以上）※オープン参加可

チーム構成／
部門 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

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
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
11月８日㈮～12月８日㈰
申し込んだチームの監督者
は、令和２年１月９日㈭
18時30分から市民体育館
で行う監督者会議に必ず出
席してください。

　当市の冬の風物詩、新成人者祝賀駅伝の参加チー
ムを募集します。新成人の門出を祝うため、成人式
開催日に合わせ、須山小学校から成人式会場の市民
文化センターまで駆け抜けます。新成人の参加も大
歓迎です。成人の日を盛り上げましょう。

コース構成　－区間合計 21.7km －

中学男子・一般男子

区間 コース 距離
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

小学男子・小学女子・中学女子・一般女子・壮年・オープン

区間 コース 距離
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

中央公園
西中

富岡支所

富一小

富二小

大胡山入口★

呼子入口★

深良★
小学校前

★市民
体育館

西中学校正門★

★金沢公民館前

総合
グラウンド★
総合
グラウンド★

須山支所

深良支所

生涯学習
センター

須山小

市民文化センター
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しずおか市
町対抗駅伝

　裾野市代
表選手決定

特集

11月30日
㈯ 10時出

走

コース

区間 選手区分 距離
第１区 中学生･高校生（女子） 3.673㎞
第２区 小学生（男子） 1.903㎞
第３区 小学生（女子） 1.715㎞
第４区 中学生・高校生（女子） 3.549㎞
第５区 高校生（男子） 6.855㎞
第６区 40歳以上（男女不問） 3.911㎞
第７区 中学生（男子） 3.564㎞
第８区 中学生（女子） 3.020㎞
第９区 小学生（男女不問） 1.619㎞
第10区 一般（女子） 3.051㎞
第11区 中学生･高校生（男子） 4.310㎞
第12区 一般（男子） 5.025㎞

　第20回市町対抗駅伝競走大会が、静岡市で行われ
ます。県庁をスタートし、県営草薙総合運動場までの
42.195kmを当市代表の12人の走者が、郷土への思
いを胸にタスキをつなぎます。当市のゼッケンナン
バーは「８」。１区の中学・高校女子は、３列目中央
からスタートします。熱い声援をお願いします。
11月30日㈯　10時～

スタート／県庁本館前
ゴール／県営草薙総合運動場

上位入賞のために
　選手たちは、合同強化練習
に参加したり、個人で走りこ
んだりし、練習を重ねてきま
した。合同強化練習は、月に
２回程度運動公園陸上競技場
で開催。裾野市チームのコー
チの指導の下、トレーニング
などを行い、一人一人の走力
アップに取り組みました。
■過去の成績（市の部）
平成28年度	 ７位	（２時間15分41秒）
平成29年度	 11位	（２時間18分９秒）
平成30年度	 ７位	（２時間15分50秒）

県庁本館前

3
1 2

4

5

6

7
8

西草深町
東交差点

JA静岡市
あさはた支店

清水六中

袖師生涯学習
交流館 清見潟公園

清水七中

清水区役所

スタート

草薙陸上競技場ゴール

11

9
榊屋

10鳥坂自治会館

注目

５区高校生（男子）→６区40歳以上→７区中学生（男子）に注目
　第５区は、5,000mの県ランキング３位相当の加藤さんや3,000mSC（障
害）の県ランキング３位の飯塚さん、県高校新人陸上の1,500mで５位の西
川さんが代表選手に選ばれました。第６区は、コーチとして選手の指導も
行っている土屋さんと、これまで７度代表選手になり昨年区間３位だった山
中嶋さんです。第７区の松田さんは3,000mの全国ランキング
７位、篠原さんは3,000mの県ランキング５位の選手です。
　力のある選手が集まる第５区～７区。正選手は、
大会直前に決定しますが、どの選手が走っても区間
上位が期待され、チームを勢いづけてくれます。こ
の区間に注目してください。
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しずおか市
町対抗駅伝

　裾野市代
表選手決定

特集

11月30日
㈯ 10時出

走

　目標は２年連続入賞

　監督として２年目にな
りました。今年も小・中
学校、高校、企業、各種
団体の協力で、各年代に
力のある選手がそろいま
した。特に、中高生男子
は選手層が厚く、チーム
の中心となります。昨年は、どの選手も実力を発
揮し、市の部で７位入賞を果たしました。２年連
続の入賞、過去最高順位６位更新を目指します。
応援よろしくお願いします。

選手壮行会
　選手の紹介、選手の発表などを行います。応援にお
越しください。
11月24日㈰　18時～
生涯学習センター３階学習ホール

出場選手

監督　小林 進

中学生女子

岡本 姫
ひ な の

渚乃
(東中２年)

廣瀬 梛
なぎ

(東中２年)

小学生男子

番場 翼
(富一小６年)

大庭 光
みつ

輝
き

(深良小６年)
冨樫 玲

れ
音
おん

(富二小６年)

勝
すぐ

呂
ろ

 遥香
(東中１年)

小学生女子

 石川 美
み お

桜
 (西小６年)

山木 優里奈
(東小６年)

高校生男子

加藤 聡太
(山梨学院高３年)

飯塚 厚
(浜松商業高２年)

西川 昂希
(東海大翔洋高１年)

中学生男子

松田 拓也
(東中３年)

篠原 一
かず

希
き

(富岡中３年)

本多 由
ゆう

佳
か

(加藤学園高１年)

高校生女子

高校生女子

根上 真菜
(日大三島高３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 幸栄 市川 美奈
（西島病院）

40歳以上

土屋 克巳
（会社員）

山中嶋 秀和
（トヨタ自動車）

ヘッドコーチ：庄司 勝彦

生涯学習課　992-6900

裾野

８
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特
　
集

平 成 3 0 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〜

一般会計・特別会計・決算総額

　平成30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。

財政課
　995-1801

用 語 解 説
　歳入　自主財源　

市税▶︎市民税、国定資産税、軽自動車税など
繰入金▶︎基金の繰入金など
諸収入▶︎延滞金、預金利子、雑入、貸付収入

など
繰越金▶︎前年度の剰余金
その他▶︎分担金と負担金、使用料と手数料、

財産収入、寄付金など

　歳入　依存財源　

国庫支出金▶︎事業を行うために国から交付さ
れる補助金など

市債▶︎事業を行うために借り入れたお金
県支出金▶︎事業を行うために県から交付され

る補助金など
その他▶︎地方交付税、地方消費税交付金、地

方譲与税、利子割交付金など
　歳　出　

民生費▶︎障がい者や高齢者の福祉、保育園、
子育て支援、生活保護にかかった費用

土木費▶︎道路、河川、公園の維持・管理にか
かった費用

教育費▶︎幼稚園や小・中学校、社会教育やス
ポーツなどにかかった費用

衛生費▶︎病気予防やごみ処理などにかかった
費用

総務費▶︎庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸
籍事務などにかかった費用

公債費▶︎事業を行うために借り入れたお金の
返済金

その他▶︎消防費、農林水産業費、労働費、商工
費、議会費など

歳出

52.1%

5.0%
4.5%

29.0%

13.4%

15.2%11.2%

10.6%

9.8%

10.8%

4.1%
1.7%

12.8%

6.7%

4.6%
8.5%

市税
108億9,334万円

繰入金
10億4,589万円
諸収入
9億4,221万円

繰越金
3億4,639万円

民生費
58億6,847万円

土木費
30億7,456万円
教育費
27億1,898万円

衛生費
22億6,326万円

総務費
21億4,169万円

公債費
19億8,086万円

その他
21億9,644万円

市債
13億9,590万円

その他
17億7,008万円

国庫支出金
26億7,726万円

県支出金
9億7,277万円

その他
8億7,333万円

歳入
自主
財源
67.4%

32.6%

依存
財源
32.6%

歳出

52.1%

5.0%
4.5%

29.0%

13.4%

15.2%11.2%

10.6%

9.8%

10.8%

4.1%
1.7%

12.8%

6.7%

4.6%
8.5%

市税
108億9,334万円

繰入金
10億4,589万円
諸収入
9億4,221万円

繰越金
3億4,639万円

民生費
58億6,847万円

土木費
30億7,456万円
教育費
27億1,898万円

衛生費
22億6,326万円

総務費
21億4,169万円

公債費
19億8,086万円

その他
21億9,644万円

市債
13億9,590万円

その他
17億7,008万円

国庫支出金
26億7,726万円

県支出金
9億7,277万円

その他
8億7,333万円

歳入
自主
財源
67.4%

32.6%

依存
財源
32.6%

歳入総額 平成30年度：300億6,610万円
平成29年度：310億6,504万円

対前年度比　▲3.2％　▲９億9,894万円 

歳出総額 平成30年度：288億8,696万円
平成29年度：298億1,264万円

対前年度比　▲3.1％　▲９億2,568万円

歳入総額 平成30年度：209億1,717万円
平成29年度：203億6,704万円

対前年度比　2.7％　5億5,013万円

歳出総額 平成30年度：202億4,426万円
平成29年度：197億　　64万円

対前年度比　2.8％　5億4,362万円

収 支
平成30年度： 実質収支額 ５億4,872万円
 単年度収支額 ▲7,577万円
 実質単年度収支額 ▲６億7,522万円

一 般 会 計

2019.11
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歳
　
入

歳
　
出

■地方債と基金現在高

※地方債は家計に例えると借金に、
　基金は貯金にあたるものです。

平成30年度
現在高

平成29年度
現在高 増減額 市民1人あたり

地 方 債 189億1,368万円 193億1,998万円 ▲４億　630万円 36万６千円
基 金 78億4,430万円 84億2,890万円 ▲５億8,460万円 15万２千円
う ち 財 政 調 整 基 金 45億3,074万円 48億1,019万円 ▲２億7,945万円 ８万８千円
う ち 都 市 施 設 建 設 基 金 17億2,462万円 20億6,154万円 ▲３億3,692万円 ３万３千円
う ち 学 校 教 育 施 設 整 備 基 金 ７億2,588万円 ７億3,160万円 ▲572万円 １万４千円

※住民基本台帳人口（平成31年３月31日現在）51,707人をもとに計算

■主要３基金（財政調整・都市施設建設・学校教育
　施設整備）の残高・取崩額推移 ■地方債残高・地方債発行額・公債費の推移

平成30年度決算額 平成29年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 51億6,202万円 57億   160万円 ▲9.5% ▲５億3,958万円
後期高齢者医療事業 ５億4,096万円 ５億   719万円 6.7% 3,377万円
介 護 保 険 33億5,394万円 33億5,949万円 ▲0.2% ▲555万円
土 地 取 得 15万円 30万円 ▲50% ▲15万円
十里木高原簡易水道 4,600万円 4,306万円 6.8% 294万円
墓 地 事 業 4,586万円 4,767万円 ▲3.8% ▲181万円
合 計 91億4,893万円 96億5,931万円 ▲5.3% ▲５億1,038万円

平成30年度決算額 平成29年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 47億9,410万円 52億6,337万円 ▲8.9% ▲４億6,927万円
後期高齢者医療事業 ５億3,677万円 ５億　171万円 7% 3,506万円
介 護 保 険 32億2,250万円 32億2,022万円 0.1% 228万円
土 地 取 得 15万円 30万円 ▲50% ▲15万円
十里木高原簡易水道 4,600万円 4,306万円 6.8% 294万円
墓 地 事 業 4,319万円 4,463万円 ▲3.2% ▲144万円
合 計 86億4,271万円 90億7,329万円 ▲4.8% ▲４億3,058万円

　特集｜平成30年度 決算報告
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財政調整
都市施設建設
学校教育施設整備
主要３基金取崩額

年度

百万円（基金残高） 百万円（取崩額）
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2,000
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3,000

3,500

15,000
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百万円（地方債残高） 百万円（地方債発行額・公債費）

地方債残高

地方債発行額

公債費（借入金の返済）

※水道事業会計・下水道事業会計は９ページに掲載しています。

※市民の皆さんの大きな負担にならないよう、計画的な基金の管理、地方債の借入・返済をしています。

特 別 会 計

財産などの状況
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財政健全化比率・資金不足比率

財政の健全度を判断する４つの指標

　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30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。

■平成30年度健全化判断比率
　健全化判断比率とは、市の標準財政規模の数値等を用いて、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、いずれかが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、財政の健全化を図らなければなりません。

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) 13.12% 20%
2．連結実質赤字比率 ―(黒字) 18.12% 30%
3．実質公債費比率 8.1% 25% 35%
4．将来負担比率 31.6% 350%

■平成30年度資金不足比率
　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。

指標名 水度事業会計 下水道事業会計 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%

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。財
政運営の悪化の度合いを示します。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すべての実
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年間のうち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。資金繰りの
程度を示します。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。将来財政を圧迫する可能性
の度合いを示します。家庭に置き換えると「１年間の
給料」に対して「何年分の借金」があるかを表す指標
です。この指標が350％（標準財政規模の3.5年分）
を超えると「早期健全化団体」となります。
　　計算式：（負債残高総額－積立金等総額）÷
　　　　　　市の標準財政規模 

特集｜平成30年度 決算報告　
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　下水道事業会計は、下水道施設の維持管理を行うた
めの収益的収支、新たな下水道施設の整備や既存施設
の更新を行うための資本的収支からなります。下水道
利用者が支払う下水道使用料は、下水道の維持管理に
充てられています。また、下水道管路の整備には多額
の経費が掛かるため、国からの補助金、企業債、一般

会計からの繰入金を財源としています。
　本年度に、下水道事業の経営戦略を策定し、より健
全な経営を目指します。豊かな自然を守り快適な生活
環境を生み出すために、下水道事業推進にご理解ご協
力をお願いします。

上下水道経営課　995-1836

　水道事業会計は、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、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、水道施設の更新や配水本管の布設、企業債償還
金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。

上下水道経営課　995-1836

平成30年度下水道事業会計決算報告
企業会計方式を導入し、正確な経営分析が可能に WEBBB

平成30年度水道事業会計決算報告
安全で安定した水道水を供給 WEBBB

2億8,927万
9,388円 5億601万5,033円

※決算額に消費税は含まれていません。

資本的
支出

資本的
収入

支出合計 7億9,529万4,421円

収入合計 4,357万3,105円

7億5,172万1,316円

2億3,332万
268円

3億6,902万
3,268円

6,744万8,232円

1,198万2,398円

4,642万9,339円1億3,896万4,176円

収益的
支出

収益的
収入

支出合計 6億8,177万4,166円

収入合計 9億2,902万7,834円

7億4,363万4,319円

2億4,725万3,668円（非現金含む）

水道料金 その他長期前受金戻入額（非現金）

純利益
企業債支払利息施設などの減価償却費

水道施設や配水管布設（替）工事などにかかる費用
企業債元金償還

その他
施設維持などにかかる営業費用

不足金額（損益勘定留保資金などで補てん）
工事負担金など

※決算額に消費税は含まれていません。

3億2,554万
9,504円

3億6,818万
9,898円

3億5,186万
1,000円

2億627万
7,996円

1億8,732万
8,117円

250万9,363円

下水道施設維持などにかかる費用

2,229万876円

収益的
収入

収益的
支出

3億8,175万
6,758円

2億2,561万
4,939円

下水道使用料
長期前受金戻入額

他会計繰入金
その他

その他

1億1,420万6,266円

純利益
営業費用（減価償却費）

営業費用
支払利息

2億4,343万
9,000円

1億
7,680万円

1億
2,500万円

1,132万1,980円

1億3,717万
8,422円

下水道管路築造工事などにかかる費用

資本的
収入

資本的
支出

不足額
国庫補助金

他会計出資金
企業債 その他

建設改良費

減価償却費などの非現金項目で補填

企業債元金償還

91万1,089円
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Photograph

　明るい社会づくり運動静岡県裾野地区協議会が市内
小学校へ黄色い傘140本を贈呈しました。同協議会か
らの傘の贈呈は平成14年から行われています。この
傘は、希望のあった市内の小学校８校に配布され、急
な雨などの際に児童に貸し出されます。会長の林孝至
さんは「これからも子どもたちの安全のために活動を
続けていきます」と述べました。

黄色い傘140本を贈呈 （９月24日）

　すそのおんぱくが11月３日㈰にかけて市内各地で
行われています。このイベントは、全24の体験型の
プログラムを通じて裾野の魅力を知ってもらうもので
す。市民文化センターで開幕式を開催。同会場で、笑
いで心身ともに健康になる「わらうのんinすその」が
行われ、笑顔で開幕しました。

　市内には、本年度100歳を迎える人が14人います。
その内、横山とめさんの長寿を祝うため、髙村市長と
婦人会長らが自宅を訪問しました。国と県からのお祝
い状と記念品、市からのお祝い金を手渡しました。長
寿の秘訣は「庭の手入れをすることと新聞や本を読む
ことです」と横山さん。これからも元気で長生きして
くださいね。

100歳 長寿を祝う

すそのおんぱくが笑顔で開幕 （10月５日）

（９月17日）

　コスモスまつりがパノラマ遊花の里で、そばの花ま
つりが須山十里木そば畑で、シルバニアビレッジフラ
ワーフェスタが遊園地ぐりんぱで開催されました。秋
晴れに恵まれ、どの会場も家族連れなどでにぎわって
いました。来場者は、それぞれで咲いた花を眺めなが
らゆったりとした時間を過ごしました。

特派員：原	久子

裾野で３つの花まつりを開催 （９月14日・15日）
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フォトグラフ

　東京駅日本橋口前「常盤橋エリア」の三菱地所株式
会社から無償貸与を受けた場所で、軽量薄層緑化技術
による緑花木の植栽を令和４年９月まで行っています。
裾野発の技術をPRし、新たな市内産業の育成につな
げます。この植栽の土台を使用し、準高地トレーニン
グ、深良用水、須山浅間神社などを紹介し、首都圏に
当市の魅力を発信しています。

東京駅周辺で薄層緑化事業などをPR（10月８日）

　須山小学校３年生の児童13人が市役所見学に訪れ
ました。５階の議場で当市の特産物や建物、すそのん
などについてクイズ形式で学習し、見学に出発。放送
室や記者室、市長応接室、それぞれの課の職場を見て、
市役所の仕事を学びました。児童からは市役所の部屋
の数や当市の広さなど質問があり、真剣に職員の話を
聞いていました。

須山小児童が市役所を見学 （10月10日）

　クラストカップ争奪第20回記念リトルシニア南関
東支部野球大会の開会式が運動公園野球場で行われま
した。静岡県から15チーム、神奈川県から43チーム
が出場します。開会式翌日から静岡予選が始まり、前
回大会で優勝している静岡裾野リトルシニアは１回戦
で静岡蒲原リトルシニアと対戦し、８対２で勝利。順
調に2回戦へ駒を進めました。

リトルシニア
南関東支部野球大会開幕 （９月28日）

　TOYOTA	GAZOO	Racingラリーチャレンジ	富士
山すそのラリーが運動公園をメイン会場に開催されま
した。汗ばむような秋空の中、90台が参戦しました。
大勢の観戦者が見守る中、色とりどりのラリーカーが
エンジン音を響かせながらタイムを競いました。地元
のおいしいもの「Food	Booth」もにぎわっていました。

特派員：中村	隆司

裾野の初秋に乾いたエンジン音が響く（10月６日）
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　東京2020オリンピック競技大会自転車競技ロード
レースが当市でも開催されます。競技の実施には、コー
ス沿道の安全確保や会場の盛り上げなど、地域の皆様の
協力が不可欠です。市では、大会当日や聖火リレー走行
時にコース沿道での交通整理、観戦場所の運営などをす
るサポーターとボランティアを募集します。

WEBBB
コースサポーター・ボランティアを募集
東京2020オリンピック競技大会自転車競技ロードレース（男子）

①自転車競技ロードレース「コースサポーター」
　（大会組織委員会と裾野市管轄）

　コース沿道における資機材の設置・撤去や、コース
沿道観戦者・一般通行者の整理・管理などを担う大会
組織委員会管轄の沿道ボランティアです。
活動日・時間／令和２年７月25日㈯・４時間程度
活動場所／市内のコース沿道（歩道、歩道橋など）
100人程度

役割／・軽微な資機材（柵、コーン、立入禁止テープ
など）の設置・撤去など

　・コース沿道観戦者、一般歩行者などの動線確保の
ための整理・案内、コース内への進入抑止など
帽子、Ｔシャツ、飲料水を支給する予定です。

②自転車競技ロードレース「裾野市ボランティア」
　（裾野市管轄）

　コース沿道のライブサイトや観戦スポットで会場運
営のサポートをする裾野市独自のボランティアです。
活動日・時間／令和２年７月25日㈯・４時間程度
活動場所／市内の公式ライブサイト、観戦場所
50人程度

役割／会場案内・受付、物品配布、交通整理など
市オリジナル記念品、Ｔシャツ、飲料水を支給しま
す。

③聖火リレー「裾野市ボランティア」
　（裾野市管轄）

　コース沿道やスタート・ゴール地点で運営のサポー
トをする裾野市独自のボランティアです。
活動日・時間／令和２年６月26日㈮・４時間程度
活動場所／市内の聖火リレーコース沿道、スタート・
ゴール会場
30人程度

役割／会場案内・受付、物品配布、交通整理など
市オリジナル記念品、Ｔシャツ、飲料水を支給しま
す。

応募方法
次の全てに当てはまる人

　●令和２年４月１日現在で満15歳以上の人
　●日本国籍を有する人または日本に居住する資格を
有する人

　●開催日前に実施する活動説明会に参加できる人
　●活動場所に自力で集合できる人
		●①の応募は原則グループ単位（４人以内）とし、
グループ単位で活動場所を割り振ります。ただし、
個人での応募も可能です。
応募用紙に必要事項を記入し、直接またはファクス、
メール、郵送で提出するか、市公式ウェブサイトに
ある申し込みフォームでお申し込みください。
http://www.city.susono.shizu
oka.jp/kanko/tokyo_olympic_
paralympic/2/9230.html
令和２年１月31日㈮

応募後の流れ
日程 内容

令和２年３月ごろ 申込者に対して決定通知の送付
４月ごろ 活動説明会の案内
５月ごろ 活動説明会（市内で開催）

注意事項
●募集人数や待遇、応募後の流れなどは、今後変更に
なる可能性があります。変更は市公式ウェブサイト
などで随時更新します。

●応募者数が募集人数を超えた場合には、市内に住ん
でいる人や通勤・通学している人を優先します。

●大会組織委員会が募集する「大会ボランティア」や
県が募集する「都市ボランティア」とは異なります。

●③は、①または②との併願ができます。
●活動説明会会場と当日の活動場所までの交通費は自
己負担となります。

オリンピック・
　パラリンピック推進室
　995-1825
995-1864
kankou@city.suso
no.shizuoka,jp
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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きたすことがあります。
納期限内に納付している人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、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！
　火災や盗難、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
きない人のために、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6日㈬・19
日㈫・20日㈬・21日㈭、12月４日㈬・18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さい。

コンビニ納付／納期限内であれば、24時間365日納
めることができます。　※30万円を超える納付書
は利用できません。

税金の納め忘れはありませんか？
11月・12月は税の滞納整理強化月間 WEBBB

　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、納税している人との公平性を欠
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。

税務課
　995-1811

滞納処分の流れ
納税通知書の発送

▼
納税の督促

▼
財産の差し押さえ

▼
滞納市税に充当

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。

地方税の滞納整理の専門機関として、弁護士と協力しながら、財産調査と滞納処分を迅速、確実に行います。

給料
インターネット公売など

土地・建物預金
カメラ・時計 自動車

徴収困難な滞納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徴収金 徹底した財産調査と

差し押さえ
公売などによる

換 価 
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　市が実施する裾野駅西土地区画整理事業では、駅周
辺整備のため、現在利用している駅前広場を北側に移
転します。これに伴い（仮）一般車乗降場も一部移転
します。

　事業へのご理解とご協力をお願いします。
12月上旬～
区画整理課　994-1274

　国民年金は、老後はもちろん、不慮の事故など万一
の時にも心強い味方となる制度です。あなたの備えは
大丈夫ですか？

国民年金加入者の種類と保険料の納め方
　日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年
金に加入することが法律で義務付けられています。就
職や退職で被保険者区分が変わる場合は、市役所で手
続きが必要です。

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

加
入
者

学生や事業者
などとその配
偶者

会社員、公務員
など（厚生年金
加入者）

第2号被保険
者に扶養され
ている配偶者

保
険
料
の

納
付

月額16,410
円。自身で納
付する必要が
あります。

本人負担分が給
料から天引きさ
れ、勤務先が納
付します。

配偶者の加入
している制度
から負担され
ます。

保険料の収納業務を民間委託しています
　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れの人
へ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

ねんきんネットで自分の年金記録を確認
　ねんきんネットで自身の年金記録や受給見込額を確
認し、老後の生活設計を考えてみませんか。
㈪～㈮▶︎８時30分～17時15分　※㈪のみ19時まで

　第２㈯▶︎９時30分～16時
☎年金定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
　0570-058-555

国保年金課　995-1813

12月上旬から裾野駅西口駅前広場を臨時駅前広場に移転
裾野駅西土地区画整理事業 WEBBB

11月は年金月間
11月30日（いいみらい）は年金の日です WEBBB

歩道

歩道

至 御殿場 至 沼津JR御殿場線

裾野踏切
臨時駐輪場 臨時駐輪場

トイレ（仮）一般車
乗降場

（仮）一般車
乗降場

（都）平松新道線（旧県道三島裾野線）

（
県
）裾
野
停
車
場
線

区
画
道
路

区画道路

N

臨時駅前広場

裾野駅舎

現駅前広場
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　11月９日㈯から15日㈮までの７日間、秋季全国火
災予防運動が行われます。火災が発生しやすい時季に、
火災予防の意識をより一層普及させることで火災の発
生を防ぎ、死傷者の減少と財産を守ることを目的とし
ています。

建物を増改築するときや、飲食店などを入居させる
ときは消防署へ相談を

　一般住宅を宿泊施設に変更したり、共同住宅の一室
を飲食店や社会福祉施設として使用する場合、新たに
階や庇

ひさし
を作ったり、建物同士を接続したりすることで

建物の面積が増えた場合は、屋外消火施設や、スプリ
ンクラー設備、自動火災報知機などの設置が必要にな
ることがあります。知らない間に消防法違反となって
いる場合がありますので、必ず事前に消防署へご相談
ください。
　違反状態が改善されない場合、措置命令を実施し、
富士山南東消防本部ウェブサイトなどに公示します。

公示内容／建物名称、建物所在地、命令を受けた人の
氏名、命令内容など

公示場所／富士山南東消防組合の掲示場とウェブサイ
ト、違反建物の主要な出入口

富士山南東消防本部予防課
　972-5802

　県は、過去の災害からの教訓を生かすため、毎年
11月を「地震防災強化月間」、12月第１日曜日を
「地域防災の日」と定め、積極的な訓練の実施を呼び
かけています。市内では、10月から12月までの期間
に、各自主防災会が主体となり、地域の特性に合わせ
た区民参加型の訓練を計画・実施します。

可搬ポンプを使った消火訓練

　近年では、地震による災害だけでなく、土砂災害や
台風による被害が日本各地で発生し、多くの人が犠牲
となり、避難所生活を送っています。
　災害の起こる前から、家庭内の家具の固定や非常持
ち出し品の確認をし（自助）、災害時に円滑な助け合
いができるように（共助）、地域防災訓練に積極的に
参加しましょう。
　各区での地域防災訓練の実施日については、区の自
主防災会にお問い合わせください。

危機管理課　995-1817

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
11/９㈯～15日㈮は秋季全国火災予防運動期間

地域防災訓練への積極的な参加を！
12/１㈰は「地域防災の日」です。 WEBBB

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。
　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。
設置から10年を目安に更新しましょう。

防災ポスターコンクール展示
　小・中学生から応募のあった全作品を展示し
ます。
11月26日㈫～12月４日㈬
市民文化センターエントランス
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　深良地区と富岡地区では、地域コミュニティの活性
化を図ることを目的に、それぞれコミュニティまつり
を開催します。地域の皆さんと楽しく触れ合うことが
できる催し物を用意しています。

深良地区
11月10日㈰　８時45分～13時
深良地区コミュニティセンター周辺
深良用水弁当コンテスト、コミュニティステージ、
スタンプラリー、ふわふわ、模擬店、もちまきなど
深良支所　992-0400

富岡地区
11月24日㈰　９時～14時
富岡第一小学校
子どもクイズ＆スタンプラリー、小学生が育てたパ
ンジーの販売、コミュニティステージ、模擬店など
富岡支所　997-0062

　台風の影響で中止となった９月８日㈰のみらい会議
を、改めて12月８日㈰に開催します。みらい会議は、
市民の皆さんと共に「住みたいまち裾野」を実現する
こと、話し合いを通じてまちづくりに関わる人を増や
すことを目的とした取り組みです。
　今回は、ファシリテーターとして全国で活躍してい
る徳田太郎さんを招き、身近なテーマである“学校”
について話し合います。小・中学生や高校生の積極的
な参加をお待ちしています。

12月８日㈰　14時～16時30分
矢崎総業Y-CITYワールド	ヘッド	クォーターズ　
第２ホール
市内に住んでいる小・中学生および高校生（小学生
は保護者同伴）、裾野のまちづくりに興味のある人
●話し合い「これからの学校について話そう」

　▶︎ファシリテーター：徳田太郎さん（NPO法人日
本ファシリテーション協会フェロー、東邦大学・文

京学院大学非常勤講師など）
　●講演「大好きな裾野」▶︎裾野市長	髙村謙二
電話またはファクス、メールで氏名、属性（小・中
学生、高校生、その他）、年齢をお知らせください。
995-1804　
995-1861
kikaku@city.
susono.shizuo
ka.jp

企画政策課　995-1804

人と人とがつながる豊かな地域コミュニティを目指して
深良地区・富岡地区でコミュニティまつり WEBBB

みらい会議を開催
これからの裾野をみんなで考えよう WEBBB

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
「みらい会議パートナー」を随
時募集しています。登録の方法
は、市公式ウェブサイトをご覧
ください。
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　歴史探訪講座を全３回開催します。ウォーキングし
ながら裾野の歴史を学びましょう。

各大人200円、高校生以下100円
水分補給ができるもの、汗拭きタオル、雨具、参加
費など
●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。
東西公民館　992-6677

vol.１▶︎須山地区歴史探訪ウォーキング
11月17日㈰　９時30分～12時ごろ

発着場所／須山地区研修センター
約３キロメートルのウォーキングができる人
30人（先着順）
富士山信仰と愛鷹旧街道としての「田向」の史跡を
訪ねます。
井上輝夫さん（県文化財保護指導員）
11月２日㈯～10日㈰

vol.２▶︎裾野文学ウォーキング
11月24日㈰　９時～12時ごろ

発着場所／東西公民館会議室
約５キロメートルのウォーキングができる人
20人（先着順）
若山牧水の愛したシイの実を探しながら、いろいろ
などんぐりを拾い、秋の裾野を歩いて楽しみます。
金窪明美さん（裾野牧水を語る会）
11月２日㈯～17日㈰

vol.３▶︎東地区歴史探訪ウォーキング
12月８日㈰　９時30分～12時ごろ

発着場所／東西公民館玄関前
約３キロメートルのウォーキングができる人
30人（先着順）
公文名に保存されている中世「荘園制」の歴史と史
跡を訪ねます。
井上輝夫さん（県文化財保護指導員）
11月２日㈯～12月１日㈰

　令和２年度放課後児童室の入室児童を募集します。
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してください。説明会は、
下表の日程で実施します。申し込みは不要です。直接、
会場へお越しください。

入室資格／令和２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

12月２日㈪～18日㈬
説明会を各放課後児童室で実施
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。
教育総務課　995-1837

裾野の歴史を歩いて学ぶ
歴史探訪講座の参加者募集 WEBBB

令和２年度放課後児童室入室児童の募集
入室の申し込みは12/２㈪から WEBBB

放課後児童室名 電話番号 と　き
須山小学校放課後児童室 998-0066 11月20日㈬　18:15～19:00
東小学校放課後児童室 992-4282

11月22日㈮　19:00～20:00
深良小学校放課後児童室 992-7336

富岡第一小学校放課後児童室 997-1116
11月28日㈭　19:00～20:00

向田小学校放課後児童室 993-7400
南小学校放課後児童室 993-6556 11月29日㈮　18:00～19:00
西小学校放課後児童室 992-5580

11月29日㈮　19:00～20:00
千福が丘小学校放課後児童室 992-4300
富岡第二小学校放課後児童室 090-1412-0534 12月２日㈪　18:00～19:00
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　市では、自然環境等と再生可能エネルギー発電事
業との調和に関する条例の制定を進めています。市
民の皆さんから、条例（案）に対する意見を募集し
ます。
条例（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、市役所２階ま
ちづくり課

意見が提出できる人／市に住民登録がある人や市内
に通勤・通学する人、市内に事業所がある個人や
法人など
公表場所にある募集要領をご覧になり、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。
11月５日㈫～12月４日㈬

　※郵送の場合は、当日消印有効
まちづくり課　995-1828

とき ところ

11月14日㈭ 裾野市民文化センター
多目的ホール

11月21日㈭・22日㈮ 沼津市民文化センター
小ホール（沼津市御幸町）

11月26日㈫ 御殿場市民会館
小ホール（御殿場市萩原）

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の概要や区分経
理（記帳）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）

　住民票やマイナンバーカード、公的個人認証の署
名用電子証明書、印鑑登録証明書に旧氏（旧姓）を
併記することができるようになります。婚姻などで
氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住
民票などに記載し、公証することができます。
　希望する人は、市民課または各支所窓口で手続き
を行ってください。
11月５日㈫～
●旧氏が記載された戸籍謄本　※旧氏（旧姓）が
記載されている戸籍謄本などから現在の氏が記載
されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本

　●運転免許証などの本人確認書類
　●マイナンバーカードまたは通知カード

市民課　995-1812

　市営基地の使用者を募集します。市営墓地は、深
良中学校から１km上ったところにあります。墓地
からは美しい雄大な富士山を眺めることができます。
市民▶︎市に住民登録があり、市内に墳墓をお持ち
でない人

　市外の人▶︎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、市内に墳墓をお持
ちでない人

募集区画／３㎡の標準タイプ５区画
永代使用料／市民▶︎430,000円
　市外の人▶︎570,000円
墓地管理料／5,240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。
11月18日㈪８時30分～12月20日㈮17時
生活環境課　995-1816

 パブリックコメント

年末調整説明会と
消費税軽減税率制度説明会、
青色申告決算説明会を開催

自然環境等と再生可能エネルギー
発電事業との調和に関する条例（案）
に対する意見を募集WEBBB WEBBB

住民票、マイナンバーカード
などへの旧氏併記 WEBBB

市営墓地使用者を募集
WEBBB
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おしらせ
県最低賃金改正
　県の最低賃金が10月４日㈮に
改正されました。
県最低賃金／885円
静岡労働局賃金室

　054-254-6315
「納付済額のお知らせ」の発送
　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「納付済額
のお知らせ」を１月下旬に送付し
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

令和２年 成人式
　対象の人には、11月中旬に案
内状を送付します。届かない人は、
ご連絡ください。
令和２年１月12日㈰　10時～

　※受付▶︎９時30分～
市民文化センター
平成11年４月２日～平成12	年
４月１日に生まれた人で、市に
住民登録をしている人または市
内の中学校を卒業し、市外に住
んでいる人
生涯学習課　994-0145

法人市民税法人税割の税率の変更
　法人市民税法人税割の税率を改
正しました。
改正前／9.7％
改正後／6.0％
中間申告の特例／法人市民税法人
税割の税率改正に伴い、10月
１日㈫以降に開始した最初の事
業年度の予定申告額を、法人税
割は「前事業年度の法人税割額
×3.7÷前事業年度の月数」と
する経過措置を講じます。
税務課市民税係　995-1810

老人福祉センター「せせらぎの
湯」臨時休館
　福祉保健会館の工事のため、臨
時休館します。

12月１日㈰・８日㈰・15日
㈰・22日㈰
社会福祉課　995-1819

小山町町民の家「あしがら温泉」
開館時間変更
　冬季期間（11月～３月）の開
館時間を変更します。
開館時間／10時～21時
　※最終受付▶︎20時
社会福祉課　995-1819

子供・若者育成支援強調月間
　11月は、県子供・若者育成支
援強調月間です。期間中は、家庭
や学校、職場、地域社会が一体と
なって青少年健全育成の充実を図
る活動を行います。市では、青少
年声掛け運動の推進をしています。
活動に賛同した人には生涯学習課
で声掛け運動実行章（バッジ）を
お渡しします。
生涯学習課　994-0145

勤労者教育資金利子補給制度
市内に住んでいる勤労者で、本
人またはその子どもの高校・大
学などの教育費用を借り入れた
い人

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、令和２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

インフルエンザ定期予防接種（65
歳以上）実施医療機関の変更
　下記の医療機関が閉院したた
め、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
表に記載されていますが、接種で
きません。注意してください。
●三須産婦人科医院
裾野市佐野846
健康推進課　992-5711

豚コレラの拡散防止
　県内で、豚コレラに感染した野
生のイノシシが確認されました。
人に感染することはありませんが、
イノシシを介しての感染やまん延
を防ぐため、次の点に注意してく
ださい。
●生ごみ（特に肉製品）を屋外
に放置しない。●野山や森林な
どに出かけたら靴の泥を落とす。
●死んでいるイノシシを見つけ
たら、市へ連絡する。
農林振興課　995-1823

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８日㈰　９時30分～12時
富士山資料館周辺
小学４年生以上の人
富士山資料館周辺に生息する野
鳥を観察します。
滝道雄さん（日本野鳥の会東富
士副代表）、大西晃さん（裾野
野鳥を守る会代表）
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

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
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。
12月４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

8020推進・県大会2019 in 裾野
11月17日㈰　13時～16時
市民文化センター大ホール
8020県民表彰や歯の健康に関
する活動発表（裾野市、清水町、
小山町、長泉町）、落語など
健康推進課　992-5711

丘の上マーケット in 千福が丘
11月９日㈯　10時～14時
千福が丘商店街広場
アクセサリー・陶器・雑貨など
のハンドメイド作品、飲食ブー
ス、ステージイベント（ザ・
ワースレス・千福が丘ひかり幼
稚園・千福が丘小学校・バイオ
リン演奏）
駐車場は、千福が丘中央公園ま
たはSMM戦略研修所南駐車場
をご利用ください。
戦略広報課シビックプライド推
進室　995-1803

ふれあい消防広場
11月17日㈰　10時～14時
裾野消防署
●体験コーナー▶︎はしご車・ミ
ニレスキュー・煙避難・消火器
取り扱い体験や消防車両の乗車
体験など

　●展示コーナー▶︎防火ポスター、
防災パネルなど

　●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

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／高校以上に修学するた
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込書に必
要事項を記入し、提出してくだ
さい。
11月11日㈪～12	月20	日㈮
申請後、面接を行います。
子育て支援課　995-1841

市民無料相談
11月20日㈬　10時～12時

　※受付▶︎11時40分まで
市役所４階401会議室
●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。

　●弁護士相談▶︎各種法律の相談。
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

消費税引き上げに伴う水道料金・
下水道使用料の改定
　10月１日㈫からの消費税引き
上げに伴い、水道料金と下水道使
用料の消費税率を10％に改定し
ました。10月１日㈫以前から継
続して利用している人には、下記
のとおり経過措置があります。
水道料金・下水道使用料の経過措
置／●10月１日㈫以前から継続
利用している人は、経過措置と
して10月１日㈫以後の初回検
針分（12月請求分）に限り消
費税８%が適用されます。

　●10月１日㈫以降に利用を開
始した人は、初回検針分から消
費税10％が適用されます。
上下水道経営課　995-1836
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お知らせ

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。
12月26日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
12月12日㈭
国保年金課　995-1813

国保高齢受給者証交付会
　12月１日㈰から対象となる人
に、受給者証を交付します。
11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11月２日～12月１日に
生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

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３日㈫ 須山コミュニ
ティセンター

東 12月４日㈬
生涯学習セン
ター

深良 12月６日㈮
西 12月11日㈬

富岡 12月12日㈭
時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

にこにこキャラバン
“北児童館の巻”
　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。
11月19日㈫　10時～12時
北児童館
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
民生委員児童委員協議会

　（土屋）　997-2031
県立美術館 移動美術展
土・水―大地をめぐる美術
11月12日㈫～12月１日㈰

　10時～18時
市民文化センター展示室
伊藤若冲や横山大観などの県立
美術館が所蔵する美術品を38
点展示します。
市民文化センター　993-9300

親子のキラキラタイム
　クリスマスイベントを開催しま
す。当日、直接会場へお越しくだ
さい。
11月22日㈮　10時～13時
市民文化センター多目的ホール
バルーンアートパフォーマンス
やごろりんアート、飲食ブース、
ふじさんっこ応援隊ブースなど
子育て支援課　995-1841

児童扶養手当の支給
　11月11日㈪は児童扶養手当
の支給日です。児童扶養手当は、
18歳になる日以降の最初の３月
31日までの子どもがいる母子・
父子家庭で認定請求書を提出し、
認定された人に支給されます。
支給月／４・８・11・１・３月
●11月分から奇数月に年６回
払いになります。●支給日に、
前月までの月分を支給します。
●現況届が未提出の人や内容に
不備などがある人は、至急手続
きを行ってください。●必要な
届け出をしていない場合、支給
が保留されることがあります。
子育て支援課　995-1841

教室・講座
サイエンス教室
～南極から見る宇宙～
12月15日㈰　16時～17時30
分　※受付▶︎15時30分
生涯学習センター３階学習ホール
190人

南極観測隊の現地での研究や仕
事、生活などに関する講演
吉岡武志さん（第53次南極観
測隊	越冬隊員）、市川隆さん
（第53次南極観測隊	夏隊員）
11月12日㈫～12月10日㈫
生涯学習課　994-0145
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Information

人口 51,693人
男性 26,244人　女性 25,449人

納付期限：12月２日㈪
国民健康保険税 第５期
介護保険料 第５期
後期高齢者医療保険料 第４期

２日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

３日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

４日㈪ 髙橋設備
☎993-1336

９日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

10日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

16日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

17日㈰ 工管設
☎993-1603

23日㈯ 杉山産業
☎992-1131

24日㈰ パイピング横山
☎992-3329

30日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

11月の税金・料金

11月の水道工事当番店

人口統計　10 月１日現在

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　

募　集
市民活動の集い
　市民活動をしている人や自治会
活動をしている人、経験者が集ま
り、地域づくりを考えます。
12月14日㈯　13時～16時
生涯学習センター２階学習室
１・２
市民活動や自治会活動をしてい
る人または経験者
電話またはメールで生涯学習課
へお申し込みください。メール
の場合、件名を「市民活動の集
い申し込み」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人）・
自治会名（自治会活動をしてい
る人）を明記してください。
11月22日㈮
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

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30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人

見守りが必要な家族のために、
別室でミニデイを開設します。
利用する人は、早めにお申し込
みください。
11月28日㈭
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
市民提案型 教養講座・単発講座
　令和２年度に実施する、自らが
企画や運営する教養講座か単発講
座の提案を募集します。
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。
12月８日㈰
生涯学習センター

　992-3800
陸上自衛隊高等工科学校
採用試験
推薦▶︎令和２年１月５日㈰～６
日㈪の指定する１日

　一般▶︎令和２年１月18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29日㈮

　一般▶︎令和２年１月６日㈪
推薦には、中学校長などの推薦
などが必要です。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
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かわ
著者：加古里子　出版社：福音館書店
　折りたたまれたページを広げると約
７mになる大きな絵本です。川の旅が
よく分かり、文字はなく、黒と水色の
２色で川の流れを描いています。

図書館利用者
市川 愛

め い

唯さん
（滝頭・６歳）

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

５日㈫・11日㈪・18日㈪
25日㈪・28日㈭休館日

11月

おすすめ本の紹介

行事予定

おはなしフェスティバル
 ９日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 16日㈯ 11時〜 本館２階視聴覚室

親子おはなし広場
 12日㈫ 10時30分〜 本館２階視聴覚室

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
 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
 13日㈬ 10時〜17時 本館２階視聴覚室
 21日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 29日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

絵本とおしゃべりのへや
 14日㈭ 10時〜12時 本館３階会議室

ビブリオトーク
 16日㈯ 19時〜 本館２階展示室

読書週間展示
   〜９日㈯  本館１階入り口展示コーナー

リサイクルブックサービス
   ９日㈯〜15日㈮ 本館２階展示室 

　　　ナイトライブラリー
　　　映画会

11月16日㈯　18時〜20時１分
本館２階視聴覚室
60人（先着順）

上映作品／ビブリア古書堂の事件手帖
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救急協力医 November11月 診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈮ 旭医院 966-0031 原 えがわ医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈯ 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 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

3 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

かとう内科医院 946-5562 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

4 ㈪

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

つかだ医院 983-1577 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 遠藤クリニック 975-8801 久米田

5 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈭ 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

8 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

9 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

10 ㈰

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

大沢医院 931-1019 御幸町 大沢医院 931-1019 御幸町 田中医院 921-2053 高島町

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田

11 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

12 ㈫ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

13 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 金元整形外科医院 924-0112 松長 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

14 ㈭ いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

17 ㈰

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

今井医院 921-3211 五月町 西村医院 971-6510 下土狩

永野医院 962-4450 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

18 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 東医院 921-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈬ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 白石医院 951-4593 市道町 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈭ 森岡医院 962-1084 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
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科
22 ㈮ 柿田川医院 973-3601 柿田 遠藤クリニック 975-8801 久米田 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

23 ㈯

高桑医院岩波
診療所 997-0486 岩波 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

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

24 ㈰

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 守重医院 931-2511 我入道

江川
南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

武藤医院 931-0088 三園町 酒井医院 966-1755 今沢

25 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

26 ㈫ 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

27 ㈬ 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

28 ㈭ 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

29 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

30 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 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

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

3 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

はとり眼科
987-6789 中土狩

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

4 ㈪ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

永井眼科
980-1777 萩

岩端医院
962-1368 大手町

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

10 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

沼津市立病院
924-5100 東椎路

太田歯科医院
972-1318 長沢

17 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

しんあい歯科医院
973-6686 伏見

23 ㈯ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

梶歯科医院
994-1344 石脇

24 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

スマイル歯科医院
997-1610 深良

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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11月

裾野っ子
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。 山内 瑞

みず
輝
き

さん
（２歳11カ月・今里上）

小野 楓
ふう

琉
る

さん
（３歳・公文名二）

加藤 蒼
そう

士
し

さん
（２歳６カ月・伊豆島田）

土嶺 結
ゆ い な

衣那さん
（２歳８カ月・富沢）

2019
年

 11
月

号
N

O
.13

81

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
　 11日㈪・25日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 25日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 15日㈮　13時30分～16時
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 18日㈪　13時～15時			
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 11日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 13日㈬・22日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 11日㈪・28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
★寄り道試食会
　 26日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 13日㈬　９時30分～11時
　 平成31年５月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 19日㈫　13時～
　 平成30年４月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 14日㈭　13時30分～15時
　 平成29年５月生まれの人
★３歳児健康診査
　 21日㈭　13時～
　 平成28年10月生まれの人
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特集▶▶▶ 
裾野この１年・GOGOサイクリング

 令和元年度 裾野市の財政状況　
※今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



susonobito No.9

　当市初のスポーツ観光大使の永田さん。７月６日㈯
の水ヶ塚公園クロスカントリーコース完成式典に合わ
せて大使に委嘱されました。
　永田さんは陸上の長距離ランナーです。幼稚園から
小学６年生までの９年間、マラソン大会で1位となり、
喜ぶ家族の笑顔が嬉しくて、現在まで陸上を続けてい
ます。

　中学校では陸上部
に入部し、恩師との
出会いがあり、兵庫
県須磨学園高校に入
学。全国高校駅伝に
出場し、２年生で２

位、３年生で優勝に輝きました。
　その後就職し、実業団女子駅伝中日本大会と東日本
実業団対抗女子駅伝競走大会では、アンカーとして
チームを優勝に導きました。現在は陸上に専念するた
め無所属となり、埼玉に住まいを移して、コーチを兼
ねる夫と共に弱点を鍛え直し、フルマラソンで活躍す
るため練習に励んでいます。
　12月中旬にはスポーツ観光大使として出演した準
高地トレーニングのPR動画が公開されます。「私は
高校から実家を離れているので、
故郷での大使任命はとても嬉しい
です。裾野市でのスポーツや観光
が多くの人に伝わるよう、大使と
して市の魅力を発信していきたい
です」と語ってくれました。

目次　Contents

　11月３日㈰、葛山城
じょうし
址前の

広場で、もののふの里「葛山
城」まつりが開催されました。
まつりの目玉は、チャンバラ合
戦。多くの児童が参加し、敵を
追い回したり、敵から逃げたり
しながら、戦国武者になったつ
もりで存分に楽しんでいました。

もののふの里で葛山城まつり

  3 特集　裾野この1年

  6 特集　GOGOサイクリング

  8 特集　令和元年度 財政状況

10 トピックス

21 インフォメーション

人事行政運営などの公表／農業まつ
り／市表彰式／年末の交通事故、犯
罪被害を防止／新火葬施設の工事が
スタート／すそのロケフェスタ
2020／市民意識調査結果／不発弾
事故絶無のために／無線放送戸別受
信機の貸与／年金生活者支援給付金
制度／確定申告はパソコン・スマホ
で／富士山を題材にした作品を募集 スポーツ観光大使

松村 幸栄さん（旧姓 永田・31歳・金沢）

裾野市の魅力を発信

表紙　Front cover
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　新天皇が即位され、平成から令和へと変わった2019年。皆さんに
とって、どのような１年でしたでしょうか。
　当市では、来年市内で開催される東京2020オリンピック自転車競技
ロードレース（男子）に向けて、準備が進められました。この１年の当
市での出来事を写真とともに振り返ります。

戦略広報課　995-1802

富士山初冠雪翌日の朝焼け
撮影：10月23日㈬ 広報特派員 原 久子
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①

②

③

④

⑤

裾野この一年

１月
　１日	 第44回深良地区元旦マラソン・駅伝大会
13日	 第62回新成人者祝賀駅伝大会、成人式、
	 	 消防出初式
26日	 すそのロケフェスタ2019
30日	 中日本高速道路株式会社東京支社との東名高速

道路を跨ぐ東名千福橋の撤去事業に関する基本
協定締結式①

２月
22日　富士山の日記念講演会
23日　富士山の日記念	富士山資料館入館無料、すそ

のんお誕生会2019②

３月
　８日	 深良用水通水350周年記念事業企画委員会から

記念事業の提言
10日	 西分団消防ポンプ車貸与式
25日	 裾野警察署と静岡犯罪被害者支援センターとの

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書締
結式

４月	
　６日	 第８回富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜

まつり（〜７日）
15日	 映画「キングダム」×裾野市（〜５月６日）③
28日	 第６回深良用水まつり

５月	
	　１日	 新天皇即位
12日	 第43回富士裾野高原マラソン大会
13日	 時之栖との災害時における支援協力に関する協

定締結式
18日	 第42回五竜みどりまつり（〜19日）
25日	 JR岩波駅新駅舎・上りホーム竣工記念内覧会

④

６月
　５日	 1964年東京オリンピック聖火ランナーからユ

ニフォーム寄贈
　８日	 第41回健康と歯のフェスティバル⑤
16日	 第50回父親ソフトボール大会
29日	 ７人制女子ラグビー大会「太陽生命ウィメンズ

セブンズシリーズ2019」（〜30日）

4
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⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

７月
　１日	 富士山須山口登山道開山式
　６日	 水ヶ塚クロスカントリーコース完成式、スポー

ツ観光大使任命式⑥
22日	 富士山チャレンジライド2019in御殿場・裾野⑦
23日	 東京大学生産技術研究所とのデータ利活用によ

るまちづくりの推進に関するパートナーシップ
協定締結式

24日	 東京2020オリンピック自転車競技ロードレー
ス（男子）の看板をコース付近３カ所に設置

８月
　３日	 第46回すその夏まつり⑧
　６日	 オーストラリアフランクストン夏休み短期派遣

（〜16日）
28日	 パノラマロード畑の土壌改良・キヌア種まき

（〜30日）

９月
　７日	 第36回富士山すその阿波おどり大会
14日	 第９回富士山すそのパノラマロードコスモスま

つり（〜15日）⑨
18日	 ラグビーワールドカップ2019日本大会ホイッ

スル市内通過

10月
　５日	 第５回おんぱく開幕式
　６日	 TOYOTA	GAZOO	Racing	ラリーチャレン

ジ	富士山すそのラリー2019
12日	 台風第19号で約１億９千万円の損害⑩
15日	 新火葬施設安全祈願祭
19日	 市民のふれあいフェスタすその・第38回消費

生活展（〜20日）
25日	 市表彰式
30日	 市民芸術祭（〜11月10日）

11月
12日	 県立美術館	移動美術展（〜12月１日）
14日	 ライフデータデザイン㈱との地域フィールドラ

ボにおけるフェロー受入れに係る協定締結式
17日	 8020推進静岡県大会in裾野
	30日	 第20回しずおか市町対抗駅伝競走大会

12月	
　８日　みらい会議、第46回農業まつり

2019年
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ＧＯＧＯＧＯＧＯサイクリング

御殿場市

小山町

　歴史学習施設ディアナ号やアスレチック遊具もあり、
家族連れにも人気です。展望台「富士山ドラゴンタワー」
からは、田子の浦港から駿河湾や伊豆半島まで、360度
の景色を一望できます。堤防沿いを海風に吹かれながら
サイクリングできます。

　段々に並ぶ茶畑の先に富士山が見える様子は、まさに絶景で
す。県内でも数少ない、電線などの人工物が入らない茶畑と
富士山の撮影スポットとして、多くのメディアやカメラマンが
訪れ、外国人にも人気です。

　世界文化遺産・富士山の構成資産に登録さ
れている「富士山東口本宮　冨士浅間神社」
は、富士登山道須走口の起点になります。神
社前の県道151号須走小山線は、須走地区
内では「須走本通り」と呼ばれ、東京2020
オリンピック自転車競技ロードレースのコー
スになります。
　霊験あらたかな冨士浅間神社を詣でながら、
オリンピックのレースコースを体験してみて
はいかかでしょうか。晴れれば通りから、壮
大な霊峰富士の姿を見ることができます。
冨士浅間神社　0550 75 2038

富士市

▲雄大な富士山を眺めながらサイクリング

▲７月に開催されたREADY STEADY TOKYO 自転車競技ロード

●御殿場口ヒルクライムコース
　～オリンピックロードレースコースを富士山に向かって登る～

●須走冨士浅間神社と本通り　～東京2020オリンピックのロードレースコース～

●大淵笹場

●ふじのくに田子の浦みなと公園

富士山

見なが
ら

マップへＧＯ！

マップはここでもらえる！⇒市役所、各支所、生涯学習センター

富士山ネットワーク会議　広報研究会共通紙面

　朝霧高原エリアは、富士山の西麓に位置し、富士箱根伊豆国立
公園に指定されています。
　牧場やキャンプ場、道の駅などのさまざまな施設が点在してお
り、雄大な富士山を見ながら、アウトドアレジャーを楽しめます。

　湖畔には、キャンプ場や自然体験施設、湖を1周することがで
きるサイクリングロードが整い、富士山の絶景が楽しめます。春
と夏には早朝の時間限定で、富士山頂から太陽が昇る神秘的な光
景の「ダイヤモンド富士」を見ることができる場所としても有名
です。

富士宮市

▲春は桜、秋は紅葉で多くの人でにぎわう田貫湖

▲雄大な富士山が裾野から頂上まで眺められます。

●朝霧高原エリアは「景色」と「施設」が充実

ここに注目　　「田貫湖」

裾野市

▲須山口登山道の起点となる須山浅間神社

●須山浅間神社
～東京2020オリンピック自転車競技ロードレースコース近く～

須山浅間神社　080ー1617ー1865

　富士山の麓にある４市１町で構成される「富士山ネットワーク会議」。広域で
連携し、よりよい住民サービスの提供に努めることを目的に活動しています。こ
のたび、４市１町を巡るサイクリングマップを作成しました。「ぐるり富士山
風景街道推奨コース」と「オリンピック自転車競技ロードレースコース」の２
つのコースを掲載。マップに掲載されている各市町のおすすめコース、魅惑の
スポットなどを紹介します！ 戦略広報課　995-1802

　御殿場市内には初心者からベテランまで楽しめる
サイクリングコースがあります！
　ここではJR御殿場駅を起点として富士山御殿場口
新五合目を往復する「御殿場口ヒルクライムコース」
を紹介します。東京2020大会自転車競技ロード
レースのコースの一部にもなっていて、富士山スカ
イラインを一直線に進むこのコースは、原生林が広
がる自然を楽しみつつ雄大な富士山に向かって走る
ことができる御殿場ならではのコースです。
　市内にはサイクリストの休憩スポットやサイクル
ピットが設置されています。四季を通して楽しめる
富士山を眺めながら、サイクリングをしてみませんか？

　世界文化遺産に登録されている須山浅間神社は、古
くから地域の守り神としてあがめられてきました。祭
神として「コノハナノサクヤビメ」を祭っていて、夫
婦円満や安産、子宝の神として信仰を集めています。
　東京2020オリンピック自転車競技ロードレース
（男子）のコース付近にあり、雄大な富士山を望む
ことができます。正面の赤い鳥居をくぐり、拝殿へ続
く石畳の参道の両脇には樹齢約500年の杉の木が植
えられています。夏の登山シーズンは、須山口登山道
の起点として全国から登山者が訪れ、多くの人でにぎ
わいます。　
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御殿場市

小山町

　歴史学習施設ディアナ号やアスレチック遊具もあり、
家族連れにも人気です。展望台「富士山ドラゴンタワー」
からは、田子の浦港から駿河湾や伊豆半島まで、360度
の景色を一望できます。堤防沿いを海風に吹かれながら
サイクリングできます。

　段々に並ぶ茶畑の先に富士山が見える様子は、まさに絶景で
す。県内でも数少ない、電線などの人工物が入らない茶畑と
富士山の撮影スポットとして、多くのメディアやカメラマンが
訪れ、外国人にも人気です。

　世界文化遺産・富士山の構成資産に登録さ
れている「富士山東口本宮　冨士浅間神社」
は、富士登山道須走口の起点になります。神
社前の県道151号須走小山線は、須走地区
内では「須走本通り」と呼ばれ、東京2020
オリンピック自転車競技ロードレースのコー
スになります。
　霊験あらたかな冨士浅間神社を詣でながら、
オリンピックのレースコースを体験してみて
はいかかでしょうか。晴れれば通りから、壮
大な霊峰富士の姿を見ることができます。
冨士浅間神社　0550 75 2038

富士市

▲雄大な富士山を眺めながらサイクリング

▲７月に開催されたREADY STEADY TOKYO 自転車競技ロード

●御殿場口ヒルクライムコース
　～オリンピックロードレースコースを富士山に向かって登る～

●須走冨士浅間神社と本通り　～東京2020オリンピックのロードレースコース～

●大淵笹場

●ふじのくに田子の浦みなと公園

富士山

見なが
ら

マップへＧＯ！

マップはここでもらえる！⇒市役所、各支所、生涯学習センター

富士山ネットワーク会議　広報研究会共通紙面

　朝霧高原エリアは、富士山の西麓に位置し、富士箱根伊豆国立
公園に指定されています。
　牧場やキャンプ場、道の駅などのさまざまな施設が点在してお
り、雄大な富士山を見ながら、アウトドアレジャーを楽しめます。

　湖畔には、キャンプ場や自然体験施設、湖を1周することがで
きるサイクリングロードが整い、富士山の絶景が楽しめます。春
と夏には早朝の時間限定で、富士山頂から太陽が昇る神秘的な光
景の「ダイヤモンド富士」を見ることができる場所としても有名
です。

富士宮市

▲春は桜、秋は紅葉で多くの人でにぎわう田貫湖

▲雄大な富士山が裾野から頂上まで眺められます。

●朝霧高原エリアは「景色」と「施設」が充実

ここに注目　　「田貫湖」

裾野市

▲須山口登山道の起点となる須山浅間神社

●須山浅間神社
～東京2020オリンピック自転車競技ロードレースコース近く～

須山浅間神社　080ー1617ー1865

　富士山の麓にある４市１町で構成される「富士山ネットワーク会議」。広域で
連携し、よりよい住民サービスの提供に努めることを目的に活動しています。こ
のたび、４市１町を巡るサイクリングマップを作成しました。「ぐるり富士山
風景街道推奨コース」と「オリンピック自転車競技ロードレースコース」の２
つのコースを掲載。マップに掲載されている各市町のおすすめコース、魅惑の
スポットなどを紹介します！ 戦略広報課　995-1802

　御殿場市内には初心者からベテランまで楽しめる
サイクリングコースがあります！
　ここではJR御殿場駅を起点として富士山御殿場口
新五合目を往復する「御殿場口ヒルクライムコース」
を紹介します。東京2020大会自転車競技ロード
レースのコースの一部にもなっていて、富士山スカ
イラインを一直線に進むこのコースは、原生林が広
がる自然を楽しみつつ雄大な富士山に向かって走る
ことができる御殿場ならではのコースです。
　市内にはサイクリストの休憩スポットやサイクル
ピットが設置されています。四季を通して楽しめる
富士山を眺めながら、サイクリングをしてみませんか？

　世界文化遺産に登録されている須山浅間神社は、古
くから地域の守り神としてあがめられてきました。祭
神として「コノハナノサクヤビメ」を祭っていて、夫
婦円満や安産、子宝の神として信仰を集めています。
　東京2020オリンピック自転車競技ロードレース
（男子）のコース付近にあり、雄大な富士山を望む
ことができます。正面の赤い鳥居をくぐり、拝殿へ続
く石畳の参道の両脇には樹齢約500年の杉の木が植
えられています。夏の登山シーズンは、須山口登山道
の起点として全国から登山者が訪れ、多くの人でにぎ
わいます。　
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特
　
集

令 和 元 年 度

裾 野 市 の 財 政 状 況

一 般 会 計
予 算 額　223億4,215万円
収入済額　104億1,237万円
支出済額　101億8,340万円

※構成比は費目ごとに算定し、端数調整した後合計しており、前年度分からの繰り越し事業を含んでいます。

　市では毎年２回、６月と12月に「市の財政状況」を公表しています。今回
は令和元年度歳入・歳出予算について、９月30日現在の執行状況などを掲載
します。

財政課
　995-1801

用語解説

市�税▶市民税、固定資産税、軽自

動車税など

地�方消費税交付金▶地方消費税

(消費税８%のうち1.7%分)の

1/2を人口・従業者数に基づき

各市町に分ける交付金

県支出金▶県から交付される補助

金など

民�生費▶高齢者・障がい者・子ど

もの福祉などに要する費用

土�木費▶道路、河川、公園の維持

管理などに要する費用

教�育費▶幼稚園・小·中学校の維

持管理や、文化・スポーツの振

興、生涯学習などに要する費用

衛生費▶健康増進、環境衛生、ご

み処理などに要する費用

総�務費▶税の賦課徴収、市庁舎や

戸籍・住民基本台帳の維持管理、

交通安全対策などに要する費用

公�債費▶市債などの元金・利子の

償還に要する費用
市税の
負担状況

１人当たり94,545円　１世帯当たり224,932円
 (法人市民税を除く)
※令和元年９月30日現在の人口51,693人、世帯数    

21,728世帯で計算

歳入

歳出

52.9%

24.3%

14.3%

14.7%

13.4%

9.9%

10.4%

13%

6.6%
5.8%

1.4%

0.8%
32.5%

市税
55億1,632万円
(104億2,790万円)

民生費
24億7,882万円
(58億1,922万円)

土木費
15億52万円
(36億1,096万円)

教育費
14億5,117万円
(34億6,249万円)

衛生費
13億6,106万円
(27億9,728万円)

総務費
10億312万円
(22億7,775万円)

公債費
10億6,363万円
(21億3,168万円)

その他
13億2,508万円
(22億4,277万円)

諸収入
１億4,328万円
(８億8,541万円)

※上段は収入済額、( )内は予算額
　構成比は収入済額ベース【収入率 46.6%】

※上段は支出済額、( )内は予算額
　構成比は支出済額ベース【執行率 45.6%】

その他
33億8,232万円
(55億203万円)

地方消費税交付金
５億9,885万円
(11億4,500万円)

県支出金
8,815万円
(11億7,658万円)

国庫支出金
６億8,345万円
(32億523万円)
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特別会計・公営企業会計

財産などの状況

　特別会計や公営企業会計は、特定
の事業を行う場合や特定の収入で事
業を行う場合に、経理を他の会計と
区別する必要があるため、法律や条
例に基づいて設置するものです。
　当市では国民健康保険事業など６
つの特別会計と、水道事業会計・下
水道事業会計の２つの公営企業会計
があり、独立採算制で事業・経理を
行っています。

■土地開発公社
　施設・道路などを建設しやすくするため、土地の取
得、管理、処分などを行っています。

予算現額 執行額 執行率
収 益 的 収 入 1,285万円 ０万円 ０%
収 益 的 支 出 1,334万円 14万円 １%
資 本 的 収 入 ２万円 ０万円 ０%
資 本 的 支 出 1,565万円 ０万円 ０%

■�水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ９億7,800万円 ３億9,590万円 40.5%
収 益 的 支 出 ７億1,595万円 １億2,375万円 17.3%
資 本 的 収 入 3,024万円 1,253万円 41.4%
資 本 的 支 出 ７億3,469万円 7,278万円 9.9%
※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します。

■市の財産
市有財産 現在高または数量

基金 68億9,657万円
出資金および貸付金 8,229万円

土地 723,691㎡
山林 1,211,336㎡
建物 162,943㎡
車両 127台

※基金とは、特定の目的のために積み立てられた市の貯
金です。当市には現在19種類の基金があります。

■借りているお金（市債）�
事業名 市債現在高

　１　普通債 104億4,072万円
総務債 ２億7,419万円
民生債 ３億4,502万円
衛生債 17億5,323万円
農林債 7,597万円
商工債 5,481万円
土木債 51億5,312万円
消防債 ６億2,655万円
教育債 21億5,783万円

　２　災害復旧債 ０円
農林施設 ０円
土木施設 ０円
教育施設 ０円

　３　その他 74億9,280万円
減税補てん債 ３億6,227万円

臨時税収補てん債 ０万円
減収補てん債 36億2,400万円

臨時財政対策債 35億　　653万円
一般会計合計 179億3,352万円

墓地事業 9,175万円
十里木高原簡易水道 1,940万円

特別会計合計 １億1,115万円
水道事業 ６億3,211万円

下水道事業 57億1,965万円
公営企業会計合計 63億5,176万円

■�下水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ８億　　　　4万円 ４億4,998万円 56.2%
収 益 的 支 出 ７億8,527万円 １億5,354万円 19.6%
資 本 的 収 入 ５億5,022万円 ２億　　626万円 37.5%
資 本 的 支 出 ７億4,223万円 ２億8,457万円 38.3%
※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します。

■�特別会計
予算現額 収入済額 支出済額 執行率

国 民 健 康 保 険 49億　867万円 23億3,052万円 18億　324万円 36.7%
後 期 高 齢 者
医 療 事 業 ５億5,133万円 １億9,903万円 １億　965万円 19.9%

介 護 保 険 35億3,489万円 16億3,095万円 13億1,994万円 37.3%
土 地 取 得 17万円 0万円 0万円 0%
十 里 木 高 原
簡 易 水 道 7,873万円 751万円 194万円 2.5%

墓 地 事 業 4,930万円 1,092万円 1,961万円 39.8%
合 計 91億2,309万円 41億7,893万円 32億5,438万円 35.7%
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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。

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

　　　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30年度 ４ 80 20 69 39 １ ８ ６ 40 267 56 １ 57 ７ ６ 15 28 352

平成31年度 ４ 83 20 67 40 １ ８ 11 39 273 54 １ 55 ７ ５ 15 27 355

対前年増減数 ０ ３ ０ ▲２ １ ０ ０ ５ ▲１ ６ ▲２ ０ ▲２ ０ ▲１ ０ ▲１ ３

区分 住民基本台帳人口
（平成31年１月１日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
平成29年度の

人件費率
平成30年度 52,001人 202億6,697万7,000円 28億7,874万7,000円 14.2% 14.8%

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30年度 324人 12億3,876万2,000円 3億4,836万円 5億2,168万8,000円 21億881万円 650万9,000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 41.3歳 32万3,050円
大学卒 18万7,200円 27万440円 36万5,200円 40万5,883円

高校卒 15万3,000円 ー ー ー

技能労務職 52.3歳 37万1,854円 高校卒 15万3,000円 ー ー 37万2,783円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
１．職員数に関する状況

２．職員の給与に関する状況
①人件費の状況（普通会計決算）

②職員給与費の状況（普通会計決算）

③職員の平均年齢、給料月額などの状況（平成31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。

人事課
　995-1806
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WEBBB

３．職員の手当に関する状況
　　（平成31年４月１日現在）

①期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.3月分 0.925月分 2.225月分

12月期 1.3月分 0.925月分 2.225月分

合計 2.6月分 1.85月分 4.45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32万2,716円
④特殊勤務手当　18種類
　１人当たり平均支給年額２万6,472円
⑤その他手当
　扶養手当、住居手当、通勤手当など

４．特別職の給与などに関する状況
　　（平成31年４月１日現在）

月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（６月期）
2.175月分

（12月期）
2.175月分副市長 66万円

教育長 63万円

報酬
議長 38万5,000円

（６月期）
1.85月分

（12月期）
1.85月分副議長 34万5,000円

議員 32万5,000円

５．分限と懲戒処分に関する状況
　　（平成30年度）

①分限処分者数　３人
※職員がその職務を十分果たしえない場合などに行
う処分です。

②懲戒処分者数　２人
※職員の一定の服務義務違反に対して、道義的責任
を問う処分です。

６．福祉と利益の保護に関する状況
　共済組合では、大きく分けて３つの事業を行ってい
ます。

事業 内容

短期給付事業 職員とその家族の病気、けが、出産、
死亡などに対して必要な給付を行う。

長期給付事業 職員の退職、障がい、死亡に対して
年金・一時金の給付を行う。

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金の貸
し付けなどを行う。

　市では、健康診断などの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な
どを行っています。

７．研修と勤務成績の評定に関する状況
　平成30年度は、延べ735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 157人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 493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 67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 16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。

８．勤務時間とその他の勤務条件に関する状況
①一般職員の勤務時間の状況
勤務時間／７時間45分（８時30分〜17時15分）
休憩時間／12時〜13時
②年次有給休暇の使用状況（平成30年）
１人当たり／９日と６時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況（平成30年

度）
育児休業／８人
部分休業／１人
※平成30年度に新たに育児休業と部分休業を取得
した人数です。
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年末年始の準備に地元の
農産物はいかがですか 農業まつり

　農業まつりは、地元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が勢ぞろい。今年は
市内産を含む地元のブランド米「するがの極」の試食コー
ナーもあります。

と　き／12月８日㈰（小雨決行）
９時30分～14時

【式典】11時30分～12時
ところ／市民文化センター

農林振興課　995-1824

即売コーナー
野菜、イチゴ、米、はんぺん、
手作り味噌、地酒、正月用お飾
り、緑花木、軽食、泉州タオ
ル・松浪キャベツ（大阪府泉佐
野市出店）など

無料配布コーナー
ブランド米「するがの
極」試食、ミカン、甘
酒、福餅

催しものコーナー
パターゴルフ、優良農産
物展示、木工作り、動物
ふれあい広場、手もみ茶
の実演・試飲

式典
（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、裾野の農業
フォトコンテスト優秀作品表彰
※作品は当日、市民文化セン

ターエントランスホールに展
示します。
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裾野市表彰　10人１団体を表彰
市政の発展に貢献

  市表彰式が10月25日㈮に市民文化センターで
行われました。市民福祉の文化の向上、健康増進
などに寄与し、市政発展のために尽力した10人
１団体を表彰しました。

秘書課　995-1800

地方自治功労
杉本 和男さん（御宿入谷）
　多年、市議会議員として、市民
福祉の向上などに尽力し、地方自
治の進展に寄与しました。

地方自治功労
武井 喜

よしゆき
征さん（上原）

　多年、文化財保護審議委員とし
て、市の文化向上に尽力しました。

地方自治功労
二見 榮一さん（南堀）
　多年、市議会議員として、市民
福祉の向上などに尽力し、地方自
治の進展に寄与しました。

地方自治功労
中西 正憲さん（元町）
　多年、文化財保護審議委員とし
て、市の文化向上に尽力しました。

地方自治功労
土屋 篤男さん（佐野若狭）
　多年、市議会議員として、市民
福祉の向上などに尽力し、地方自
治の進展に寄与しました。

地方自治功労
森岡 義明さん（三島市）
　多年、社会教育委員として、市
の社会教育発展に尽力しました。

地方自治功労
服部 孝夫さん（本村上中）
　多年、文化財保護審議委員とし
て、市の文化向上に尽力しました。

地方自治功労
水
みずぐち

口 龍也さん（町震一）
　多年、社会教育委員として、市
の社会教育発展に尽力しました。

保健衛生功労
杉山 憲義さん（石脇）
　多年、市内幼稚園の学校医や予
防接種健康被害調査委員、胃がん
検診委員などを務め、市の保健行
政の進展に尽力しました。

産業功労
杉山 和久さん（下和田）
　多年、東富士演習場裾野地区対
策委員として、当市における演習
場の安定使用に貢献しました。

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

団体善行
Y－CITYアルミ缶回収委員会
　寄付によって健康文化都市事業に貢献し、市
民福祉の向上に寄与しました。
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　12月15日㈰から31日㈫まで、年末の交通安全県民運動、年末特別警戒が実施され
ます。一人一人が交通安全と犯罪被害防止の意識を高め、良い年が迎えられるように
しましょう。

交通安全県民運動スローガン
「安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ」
裾野地区重点
　市内の交通事故発生件数が、前年に比べ増加してい
ます。道路を通行する際は、心と時間に余裕を持ち、
安全確認「止まる・見る・待つ」を励行しましょう。
高齢者と子どもの事故防止　
　高齢者に起因する事故が増えています。家庭や地域
で声を掛け合い、交通事故を防ぎましょう。子どもの
外出の際には、自転車使用時のヘルメット着用、交通
ルールを守ることを徹底させてください。
　運転者は、「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、ゆとりのある運転を心
掛けてください。
夕暮れ時から夜間の交通事故防止
「ピカッと作戦の推進」
　冬期は、日没時間が早く、交通量も多くなるため、
夕方から夜間の交通事故が増加する傾向があります。
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、歩行者などを早めに発見することと、自分の
存在を周りに知らせることが重要です。自動車の場合、
夜間はハイビームを活用し、対向車や道路状況に応じ
ロービームに切り替
えるなど、小まめな
使い分けが安全につ
ながります。
　歩行者は、明るい
色の衣服や、自発光
式反射材などを着用
しましょう。
飲酒運転の根絶
飲酒運転をしない・させない環境づくり
　忘年会や年越しなどで、飲酒する機会が増える時期

です。飲酒する場合は車で行かない、
車で来た場合は飲まない、飲ませな
いなど家庭や地域で飲酒運転をさせ
ない環境をつくりましょう。
　アルコールを提供する事業者も運

転者へ提供しないことを徹底するなど、市民・事業者
総ぐるみで、悲惨な交通事故を起こさない取り組みを
していきましょう。
県では10月１日から自転車保険などを義務化
　自転車利用者、保護者（未成年に対して）、事業者、
レンタルサイクル事業者は自転車保険に加入しなけれ
ばなりません。小・中学生は通学時のヘルメット着用
も義務化となりました。
　自転車の盗難が増えています。必ずツーロックをし
ましょう。
サギ電話は必ずあなたにもかかってくる
特殊詐欺の被害防止
　「サギ電話」とは、振り込め詐欺などの犯人が、
ターゲット（市民の皆さん）に対してかけてくる「事
前電話」のことです。「サギ電話」をかけてくる犯人
は、いきなり金銭の要求はしません。いろいろな人物
に成りすまして電話をかけてきます。

対策
●「携帯電話の番号が変わった」という連絡があった
ら、必ず以前から聞いている電話番号に連絡して事
実を確認してください。

●本人と連絡が取れない場合には、家族・警察に相談
しましょう。

●「代わりの人間がお金をもらいにいく」と言われて
も、知らない人にお金を渡さないでください。

●普段から、振り込め詐欺の手口について家族で話し
合いましょう。家族の絆が特殊詐欺からあなたを守
ります。

身に覚えのないはがきに注意
　詐欺は電話だけでなく、はがきによるものも発生し
ています。身に覚えのないはがきに記載された連絡先
には絶対に連絡しないでください。

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 WEBBB

危機管理課
　995-1817

秋・冬 16:009月～2月

夏 18:006月～8月

春 17:003月～5月

サギ電話で犯人は、
息子や孫、おいなど
親族に成りすまし、
相手をダマした上で‥･

１．不安のどん底に突き落とす
２．解決策を示して安心させる
３．考える暇を与えず、現金を
　　振り込ませる
４．現金やキャッシュカードを
　　持って来させる・取りに来る
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工事施工業者
建築工事／木内・渡工特定建設工事共同企業体（木内
建設㈱沼津支店・渡邊工業㈱）

機械設備工事／㈱遠藤管工設備（富士市）
電気設備工事／㈱HEXEL	Works沼津営業所
火葬炉設備工事／㈱宮本工業所（富山県富山市）
工事監理／㈱石本建築事務所	東京オフィス（東京都
千代田区）
建物概要
構造規模／鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、２階
建て

延床面積／2,873.62㎡
駐車場／合計約100台
火葬炉数／人体炉４炉＋将来増設１炉（予定）
計画諸室／告別室２室、収骨室２室、待合室５室、多
目的室１室（会議室としての利用や、直葬など最期
のお別れの場として使用）、待合ホール、キッズ
ルームなど

概算工事費／約19億1,500万円
工事工程
　新火葬施設の運営を開始した後に現斎場を解体しま
す。外構・駐車場工事を実施した後、令和４年１月ご
ろに全面供用開始となります。
工程①／新火葬施設本体の工事に先立ち、現斎場の仮
設ロータリーや駐車場、雨水調整池などの準備工事
を行います。
12月まで

工程②／新火葬施設本体部分の工事を行います。
１月〜令和３年７月

工程③／新火葬施設の運営開始後、現斎場の解体工事
と現斎場跡地の外構工事を行います。現斎場跡地の
一部を仮設駐車場として使用します。
令和３年８月〜10月

工程④／駐車場の整備を行い、全域の整備を完了します。
令和３年11月〜12月

※工事工程は、変更する場合があります。

新火葬施設の工事がスタート
令和３年中の開所を目指し、裾野市と長泉町が共同で整備 WEBBB

　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。10月15日㈫に、建設予定地で安全祈願祭が行われました。本
体部分の工事中は、現斎場の出入口や駐車場の位置などを変更しま
す。ご協力をお願いします。

生活環境課　995-1816

現斎場
仮設工事

フェンス
バリケード

フェンス
バリケード

出入口
（工事車両）

出入口
（工事車両）

出入口

現斎場
運営

造成工事

市道4380号線 市道
1-15号線

仮囲い

出入口
（工事車両）

出入口
（工事車両）

出入口

出入口

現斎場
運営

仮設駐車場 フェンス
バリケード

新火葬施設
本体工事 仮設

ロータリー

市道4380号線 市道
1-15号線

調整池

出入口
（工事車両）

入口

出口
現斎場
解体工事
＋

外構工事

新火葬施設
運営開始

フェンス
バリケード鋼板仮囲い

仮設
駐車場

市道4380号線 市道
1-15号線

入口

駐車場

駐車場

調整池

出入口
（工事車両）

入口

出口

入口駐車場工事完了後
全域整備完了

市道4380号線 市道
1-15号線駐車場

駐車場

駐車場
工事

駐車場

調整池
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Photograph

　アマゴの放流が深良川の新深良橋付近で行われまし
た。これは、河川美化活動の一環として毎年行われて
いるもので、17回目になります。今年は千福が丘ひ
かり幼稚園の園児26人が、３匹ずつ取り分けたアマ
ゴを川岸に３人１組に並んで放流しました。園児たち
は「元気に育ってね」と声を掛けていました。

　深良用水の世界かんがい施設登録5周年を記念し、
記念講演が開催されました。この日は、小型カメラを
搭載した無人ボートを使い、沼津高専の生徒が撮影し
た深良用水隧道内部の映像や、スマートフォンを使っ
たVR（立体映像）の説明がありました。聴講した人
は、立体模型やジオラマを前にして、深良用水の歴史
に理解を深めていました。	 特派員：小林	建次

　株式会社不二家が、市内の幼稚園・保育園に通う５
歳児へ「この飴は市内で作られていることを伝えてほ
しいです。地元の産業に興味を持ってくれると嬉しい
です」と千歳飴を贈呈しました。市長は「子どもたち
の喜ぶ姿が目に浮かびます」とお礼を述べました。園
児には七五三行事の際に配布されます。

　福島県相馬市へ届けるための支援物資積み込み作業
を行いました。相馬市とは災害時相互支援協定を締結
しています。提供物資は飲料水で、2ℓ6本入りが
220箱と300㎖24本入りが50箱で、合計3,000ℓです。
支援物資は、翌日の早朝に相馬市に渡されました。相
馬市では現在も復旧作業が続いてます。

福島県相馬市へ支援物資提供 （10月15日）

千歳飴1,000本を寄贈 （10月16日）

「元気に育ってね」幼稚園児26人が協力（10月17日）

VRと動画で深良用水の隧道内部を解説（10月20日）
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フォトグラフ

　消火技術競技大会が裾野消防署で開催され、市内の
18事業所が参加しました。どのチームの指揮者も、
大声で的確に指示を出していました。消防署への通報、
避難路の確保などを迅速に行い、手際のよい初期消火
活動を披露し、観客から大きな拍手があがっていまし
た。

　市役所で裾野高校とイブニング・ダイアログを開催
しました。第５次裾野市総合計画の策定にあたり、若
い世代の率直な意見を聴き計画策定に生かそうという
のが狙いです。高校生６人が参加し、市長、副市長ら
と自由な対話が行われました。限られた時間でしたが、
市と高校との連携についてなど参考となるものも多く、
良い刺激を受けました。

　小雨の降る中、中学駅伝東部地区予選会が運動公園
で繰り広げられました。出場チームは女子25校・男
子28校です。始めに女子の部がスタートし、続けて
男子の部が熱戦を繰り広げました。それぞれ８位まで
県大会への出場権が与えられます。女子は御殿場中学
校、男子は富岡中学校が優勝を勝ち取りました。

特派員：中村	隆司

熱い声援を受けてつなげ母校のタスキ （10月19日）

産業の出展ブースが大盛況 （10月19・20日）

初期消火の速さと技術を競う （10月23日）

市の将来のまちづくりについて語り合う（10月29日）

　市民文化センターを会場に市民のふれあいフェスタ
すそのと消費生活展が開催されました。フェスタでは、
恒例のハロウィンマルシェが開かれました。裾野高校
や不二聖心女子学院の皆さんがボランティアスタッフ
となって運営をサポートしていました。どこのブース
も大勢の来場者でにぎわっていました。
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　映画やドラマのロケ誘致、支援を行うフィルムコ
ミッション事業の魅力を伝えるイベント「すそのロケ
フェスタ2020」を開催します。

１月25日㈯　10時30分〜
　※開場▶︎10時
市役所地下多目的ルーム
80人
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、電話番号を明記しすそのロケフェスタ2020
係へお申し込みください。

申込先／戦略広報課	すそのロケフェスタ2020係
　 992-1546　 〒410-1192　佐野1059番地
１月17日㈮
定員を越えた場合は抽選となります。当選者には、
後日招待券を発送します。

人気映画のプロデューサー
によるトークイベント

ゲスト▶︎木谷真規さん（映画プロ
デューサー、芸能プロダクション
社長）
フィルムコミッション交流会・ケータリング試食会
　フィルムコミッション事業活動報告やボランティア
エキストラ体験談発表、映画『キングダム』裾野ロケ
で提供されたこみずとうたさんによるケータリング試
食会を行います。

戦略広報課シビックプライド推進室　995-1803

　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。

調査概要
調査地域／市全域
1,000人（無作為に抽出した20歳以上の市民の人）
６月17日㈪〜７月１日㈪

調査方法／郵送配布、郵送回答、Web回答
回収状況／559票（回答率55.9%）
調査結果（抜粋）
市が行っている取り組みや生活環境の満足度

順位 項目

１ 身近に住んでいる外国人とのトラブルの少なさ

２ 空気や河川の水のきれいさ

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 誰もが平等に情報を受け取ることができる環境

市の政策全体に関する満足度
　「満足している」と「まあまあ満足している」を合
計した“満足”の割合は16.1％、「普通」の割合は
38.1％、「やや不満である」と「不満である」を合
計した“不満”の割合は36.7％となりました。

企画政策課　995-1804

トークイベント・人気映画のケータリングを試食
すそのロケフェスタ2020を開催 WEBBB

市民意識調査結果
政策立案の基礎資料として活用 WEBBB

ポスターや色紙などのパネル展を開催
１月20日㈪〜31日㈮　８時30分〜17時15分

　※市役所開庁日のみ
市役所地下多目的ルーム
市内で撮影された映画やドラマの美術、ポス
ター、台本、出演者の色紙などを展示します。

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

満足している

まあまあ満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

無回答

（％）

1.8

14.3

19.9

16.8

8.4

0.7

38.1
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　市では、東富士演習場の演習通報や市からのお知ら
せ、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
貸し出しています。
災害発生時に備え、
受信機を借りていな
い世帯主は貸与を受
けてください。

放送内容
時間 内容
6:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ
9:00 時報

12:00 時報
17:00 時報
19:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ

緊急時 火災の発生、災害への注意、警報の
発令、行方不明者のおたずねなど

世帯主に無償で貸し出し
　市に住民登録されている世帯主に、無償で１台貸し
出しています。戦略広報課にはんこをお持ちになり手
続きを行ってください。
転出・転居する場合は
　市外に引っ越すときは、建物内に置いたままにせず
に、戦略広報課または各支所へ返却してください。建
物の建て替え時に処分してしまわないよう注意してく
ださい。同地区内に転居する場合は戦略広報課で住所
変更の手続きを行ってください。
故障かなと思ったら
　雑音がしたり、放送が入らないときがあったりする
場合は、電波の状況が悪くなった可能性があります。
次のことを試し、放送を聞いてみて、状況が変わらな
ければ受信機を戦略広報課へお持ちください。
●アンテナを真上または真下に立てる
●コンセントを挿す場所を変え、置き場所を変える

戦略広報課　995-1802

無線放送戸別受信機の貸与
演習通報や市からのお知らせを放送 WEBBB

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
外の一般の人は、演習場内に入ることが禁止されてい
ます。
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。

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。

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）

不発弾事故絶無のために
不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

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、
爆破処分などを実施
して安全を図ってい
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。

安全を確保するために

19
2019.12

広報すその



　国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー
（e-Tax）から、スマートフォンやパソコンを使っ
て確定申告書が作成できます。e-Taxで申告すると
きは、マイナンバーカードか税務署が発行する
ID・パスワードが必要です。
　マイナンバーカードで申告するときにパソコンを
使う人はICカードリーダライタが必要です。ス
マートフォンで申告する人は対応機種がありますの
で、国税庁ホームページで確認してください。　
　ID・パスワードで申告する人は、確定申告前ま
でに税務署で発行手続きを行ってください。ID・
パスワードは暫定的な対応ですので、早めにマイナ
ンバーカードの取得をお願いします。
令和元年分の申告は、２カ所以上の給与所得があ
る人、年金収入や副業などの雑所得がある人など
もスマホ専用画面で行えます。
沼津税務署　922-1560（代表）

　公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年
金受給者を支援するため、年金に上乗せする制度が
10月から始まりました。受け取りには日本年金機
構への請求書の提出が必要です。
①●老齢基礎年金を受給している65歳以上の人
で、世帯全員の市民税が非課税●年金収入額とそ
の他所得額の合計が約88万円以下の人

　②障害基礎年金か遺族基礎年金を受給していて、
前年の所得額が約462万円以下の人

請求手続き／①平成31年４月１日以前から年金を
受給している人には、日本年金機構から対象者に
請求手続きの封筒が発送されています。同封のは
がきに記入し、切手を貼ってポストに投函してく
ださい。②平成31年４月２日以降に年金を受給
し始めた人で上記対象となる人は、年金の請求と
あわせて手続きをしてください。
年金生活者支援給付金専用ダイヤル

　0570-05-4092

確定申告はパソコン・スマホで
確定申告期間中は24時間利用できます

年金生活者支援給付金制度
受け取りには請求書の提出が必要です

　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。自由な発想で
製作された個性あふ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。

富士山芸術展
申し込み期限／12月20日㈮
展示期間／２月12日㈬13時〜24日㈪15時
搬入／２月12日㈬　９時〜12時
搬出／２月24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、
直接またはファクスで提出してください。
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

富士山資料館企画展「ふるさと富士山芸術展」
申し込み・搬入期間／２月22日㈯〜３月22日㈰
展示期間／４月18日㈯〜６月28日㈰
作品返却／７月４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
ブサイトからも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。資料館で搬送を行いま
す。●展示期間中は、原則として作品の返却はでき
ません。
富士山資料館　998-1325

富士山を題材にした作品を募集します
富士山芸術展と富士山資料館企画展「ふるさと富士山芸術展」 WEBBB

20
2019.12
広報すその



おしらせ
年末年始のし尿・浄化槽汚泥処理
収集の休業
　年末年始は、し尿の汲み取り、
浄化槽の清掃、汚泥の収集業者が
休業します。年内の収集を希望す
る人は、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５
日㈰
東・西・深良地区▶︎㈲山水総業
TEL992-1561

　富岡・須山地区▶︎㈱富士クリー
ンサービス　TEL997-6100
生活環境課　995-1816
確定申告会場（沼津会場）の変更
　令和元年分の確定申告の会場が、
キラメッセぬまづから沼津商工会
議所に変更になります。
開設期間／２月17日㈪〜３月16
日㈪　※土・日曜日、祝日を除
く
沼津商工会議所（沼津市米山町）
駐車場には限りがあります。公
共交通機関をご利用ください。
車で来場する場合は、プラサ
ヴェルデ駐車場（有料）を利用
してください。

沼津税務署
　922-1560（代表）

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人

　●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
１月17日㈮
助成は世帯につき１回限りです。
危機管理課　995-1817

フードドライブ（食品寄付運動）
に協力を
　家庭や職場などで余っていて品
質に問題ない食品を集め、県内で
食べるものがなく困っている人々
へ寄付をします。ご協力をお願い
します。
１月６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／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。

寄付の対象／賞味期限が２カ月以
上で未開封の食べ物。缶詰・瓶
詰などのおかずになる保存食品
やレトルト食品などが喜ばれま
す。
生鮮食品、酒類、保存水などは
受け付けできません。
社会福祉課　995-1819

忘新年会ではおいしく残さず食べ
切ろう（3

さんまるいちまる
010運動）

　市は、全国おいしい運動ネット
ワーク協議会と共同で、12〜１
月の忘新年会シーズンに合わせ、
宴会での食べ切りを呼びかける
キャンペーンを実施します。期間
中は、宴会５カ条の実践に努めま
しょう。
１　まずは適量注文
２　幹事さんから「おいしく食べ

切ろう！」の声掛け
３　開始30分、終了10分は、席

を立たずにしっかり食べる
「食べ切りタイム！」

４　食べ切れない料理は仲間で分
け合おう

５　それでも食べ切れなかった料
理は、お店の人に確認して持
ち帰りましょう

　食品ロスを減らすために、一人
一人ができることから始めましょ
う。
生活環境課　995-1816
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
受付時間／平日の９時〜17時
相談、取次ぎは原則無料ですが、
専門家に相談するときは、別途
料金が必要になる場合がありま
す。
ライフサポートセンターしずお
か東部事務所　929-9820

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
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。
１月23日㈭　10時〜13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
１月９日㈭
国保年金課　995-1813

駿東獣医師会主催
子犬・子猫の幸せ探し（里親探し）
　子犬・子猫を譲りたい人と譲り
受けたい人をつなげます。
12月15日㈰　
市役所駐車場

【譲りたい人】
　12月１日㈰から７日㈯までに
指定の病院で健康診断、検便、駆
虫（無料）を済ませ、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
譲りたい人

【譲り受けたい人】
　未成年の人は、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人
はんこ、筆記用具、連れて帰る
ためのキャリーケースや洗濯
ネットなど

生活環境課　995-1816
依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブル依存に関
する相談に応じます。秘密は厳守
します。
１月８日㈬　10時〜12時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
国保高齢受給者証交付会
　令和２年１月1日㈬から対象と
なる人に、受給者証を交付します。
12月26日㈭

　10時20分〜11時30分	
福祉保健会館３階研修室
昭和24年12月２日〜昭和25年
１月１日に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814
いどばたる～むがオープン
　いどばたる〜むは、ママ同士の
井戸端会議のように気軽に自由に
おしゃべりする場所です。パパ、
おばあちゃん、おじいちゃんの参
加も大歓迎です。日々の子育ての
悩みや誰かに聞いてほしいことな
ど、みんなで話しましょう。
毎月第４金曜日（祝日を除く）

　９時30分〜11時30分

生涯学習センター
なるべく事前に申し込みをお願
いします。個人でもグループで
も構いません。当日飛び入りの
参加もできます。
生涯学習課　994-0145

市民無料相談
12月20日㈮　10時〜12時

　※受付▶︎終了時刻の20分前まで
市役所４階会議室
●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、社会保険労務などの相
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
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お知らせ

すみれ相談
　大切な方を自死で亡くした人の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。
１月８日㈬　13時〜16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
弁護士による法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
１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）
１月６日㈪　８時30分〜
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合もあります。
戦略広報課　995-1802

ギターの弾き語り
（裾野市「もの」「ひと」「こと」）
　市内介護施設などで演奏活動を
している２人組グループ「ピクル
ス」によるギターの弾き語り演奏
です。申し込みは不要です。
12月25日㈬　12時15分〜12
時45分
市役所地階テラス（雨天時は多
目的ルーム）
シビックプライド推進室

　995-1803

伊豆中央高校吹奏楽部冬のコン
サート
12月24日㈫　17時〜

　※開場▶︎16時30分
伊豆の国市長岡総合会館アクシ
スかつらぎ（伊豆の国市古奈）

曲目／アルセナール他
伊豆中央高校　949-4771
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。秘密は厳守します。匿
名や仮名での参加もできます。
12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）
ありのままの思いを語りあい、
分かち合います。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
12/４㈬～10㈫は人権週間
人権の花パネル・人権ポスター展
　県東部の小学生が作成した、人
権の花パネルや人権ポスターを展
示します。
12月３日㈫〜８日㈰　10時〜
18時　※８日は17時まで
イシバシプラザ４階ホール（沼
津市高島本町）
沼津人権擁護委員会事務局（静
岡地方法務局沼津支局）

　923-1201

教室・講座
福祉有償運送運転者講習
　国土交通省認定の初任者向けの
福祉有償運送運転者講習・セダン
などの運転講習会です。受講後、
修了証を授与されると個人の資格
となり、福祉有償運送の運転者と
して活動できます。
１月18日㈯　12時〜17時30
分・19日㈰　12時〜16時55分
福祉保健会館
受講後、福祉移動サービス「お
でかけマチテラス」の運転ボラ
ンティアに登録できる人または、
市内で福祉有償運送事業を立ち
上げ予定で一種運転免許を有し、
過去２年以上免許停止がない人
10人（定員を超えた場合抽選）
6,000円
１月６日㈪
申し込み時に運転ボランティア
への参加可能な時間帯などを伝
えてください。

一般社団法人マチテラス製
作所　919-4233
info@machitera.jp
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Information

人口 51,681人
男性 26,242人　女性 25,439人

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６日㈪
後期高齢者医療保険料	 第５期分

受付時間：8時30分〜17時

１日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

８日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

14日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

15日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

21日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

22日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

28日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

29日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

30日㈪ 山崎設備
☎997-6766

31日㈫ 杉山産業
☎992-1131

12月の税金・料金

12月の水道工事当番店

人口統計　11月１日現在

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　

教室・講座
優しい伝統文化教室
　浴衣の着方からマナー、年中行
事などの日本の伝統文化を親子で
一緒に楽しく学んでみませんか。
12月14日㈯　13時30分〜15
時30分
生涯学習センター和室
小・中学生とその保護者
６組
500円（親子１組２人）
生涯学習センター

　992-3800

募　集
長泉町・裾野市合同就職面接会出
展者
　市内企業と求職者などのマッチ
ングを目的に開催する、長泉町・
裾野市合同就職面接会の出展企業
を募集します。
２月20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）
ハローワークへの求人登録をし
ている市内または長泉町に本社
か支社、支店を持つ事業所、企
業　※参加申し込み後の求人登

録もできます。
約30事業所
産業振興課かハローワーク沼津
で配布する申込書に必要事項を
記入し、ハローワーク沼津事業
所部門へファクスまたは郵送す
るか直接お持ちください。
12月2日㈪〜27日㈮
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

　産業振興課　995-1857
青少年育成市民会議研修会
テレビ寺子屋公開録画
　青少年育成市民会議では、青少
年育成関係者等研修会として、テ
レビ静岡のテレビ寺子屋公開録画
講演会を行います。
１月25日㈯　13時20分〜
生涯学習センター学習ホール
190人（先着順）
「食べ物がつなぐ　家族のきず
な」「昨日は変えられないけど
明日は創れる」　※題名は変更
になる場合があります。
竹下和男さん（子どもがつくる
「弁当の日」提唱者）
生涯学習センター窓口へ直接ま
たは電話でお申し込みください。
生涯学習課　994-0145
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クワガタムシ
著者：高家博成　出版社：集英社
　たくさんのクワガタについて写真とイラス
トを使って説明されています。クワガタの写
真が大きくて違いが分かりやすいです。
　知っていそうで知らなかった「クワガタお
もしろちしき」のページがおもしろかったの
でおすすめです。 図書館利用者

大野 煌
こう

賀
が

さん（６歳・トヨタ）

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

２日㈪・９日㈪・16日㈪
23日㈪・29㈰～31日㈫休館日

12月

おすすめ本の紹介

行事予定

親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

親子手づくり教室
 ７日㈯ 14時～ 本館２階展示室

サンタとおはなしの会
 14日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 21日㈯ 11時～ 本館２階視聴覚室

親子おはなしの会
 17日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 11日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 18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
 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

絵本とおしゃべりのへや
 10日㈫ 10時～12時 本館２階展示室

　　　冬の特別会　　
　　　図書館映画会

12月14日㈯　14時～
本館２階視聴覚室
60人

上映作品／ペット２
整理券を12月７日㈯９時から本館
カウンターで家族分のみ配布します。
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救急協力医 December12月
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
12/29〜12/31	８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

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

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

2 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

3 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 青木整形外科医院 922-0521 高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

4 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 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

5 ㈭ 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

6 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 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

7 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈰

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

小林内科医院 921-2165 米山町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

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

9 ㈪ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 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

10 ㈫ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 大沢医院 931-1019 御幸町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

11 ㈬ 大沢医院 931-1019 御幸町 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

12 ㈭ 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

13 ㈮ 林医院 931-1120 住吉町 東医院 921-5520 高沢町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

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

15 ㈰

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

境医院 975-8021 竹原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

16 ㈪ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 香貫医院 931-2465 本郷町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

17 ㈫ 武藤医院 931-0088 三園町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈬ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

馬場

20 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 よざ小児科医院 967-5722 原

21 ㈯ 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

22 ㈰

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 守重医院 931-2511 我入道

江川

小林医院 966-7700 今沢 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 遠藤クリニック 975-8801 久米田

26
2019.12
広報すその



	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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科
23 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

24 ㈫ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 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

25 ㈬ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

27 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 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

29 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

30 ㈪

おぐち医院 992-6611 深良

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 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

望星第一クリニック 922-0222 柳町

31 ㈫

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

あそうクリニック 929-7575 筒井町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

森医院 966-2017 石川

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

1 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

はとり眼科
987-6789 中土狩

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑

8 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

15 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

聖隷沼津病院
952-1000 松下

勝又歯科医院
989-4726 上土狩

22 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

会田歯科医院
972-0418 卸団地

29 ㈰ 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

岩端医院
962-1368 大手町

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

30 ㈪ 三島中央病院
971-4133 緑町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

聖隷沼津病院
952-1000 松下

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

31 ㈫ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

秋山歯科医院
986-1390 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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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
　 ９日㈪・23日㈪　９時〜10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 ９日㈪　13時〜15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ６日㈮　18時30分〜20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 16日㈪　13時〜15時		
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ２日㈪　13時〜15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 20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
　 ９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
★寄り道試食会
　 10日㈫　10時〜11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 11日㈬　９時30分〜11時
　 令和元年６月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 17日㈫　13時〜
　 平成30年５月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 12日㈭　13時30分〜15時
　 平成29年６月生まれの人
★３歳児健康診査
　 19日㈭　13時〜
　 平成28年11月生まれの人

　年末年始は、ごみの収集と美化センターへのごみ
の直接持ち込みを一部休止します。
【ごみステーションの収集】
通常収集の休止／12月29日㈰〜１月３日㈮
年末の特別収集／12月30日㈪は、月・木曜日の収
集地区の燃えるごみを収集します。

年始の特別収集／１月３日㈮は、火・金曜日の収集
地区の燃えるごみを収集します。

【美化センターへの直接持ち込み】
受入の休止／12月28日㈯〜１月５日㈰
通常受入／月〜金曜日▶︎９時〜11時、13時〜15時
　土曜日▶︎９時〜11時
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。
美化センタ―　992-3210

施設名 期間

市役所 12月28日㈯
～１月５日㈰

運動公園
市民体育館
市民文化センター
生涯学習センター
富士山資料館
鈴木図書館
東西公民館
中央公園

12月29日㈰
～１月３日㈮

北・南児童館 12月26日㈭
～１月６日㈪

せせらぎの湯 12月27日㈮
～１月６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㈬～２日㈭

市役所　992-1111（代表）

年末年始のごみ収集・持ち込み 公共施設の年末年始の休業日
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　11月30日㈯、しずおか市町対
抗駅伝が静岡市内で開催されまし
た。市の部26チーム、町の部12
チームが出場。裾野市チームも郷
土の誇りを胸に力走しました。
チーム一丸となって懸命にたすき
をつなぎ、10位でフィニッシュ。
２年連続の入賞となりました。

チーム一丸の走りで10位入賞

  3 特集　新春座談会・新春あいさつ

  9 トピックス

12 インフォメーション

2020年農林業センサス／民生委員
児童委員を委嘱

　「職場で捨て猫を保護してから８年。徐々に猫の魅
力にとりつかれて、ボランティアに興味を持ちまし
た」と話すのは、池田恵子さん。市内で唯一、保護猫
の譲渡会を開催しているボランティア団体「保護ねこ
ピリカ」の代表を務めています。池田さんは、以前は
御殿場市の保護団体で活動していましたが、近所に野
良猫が多いことが気になっていたこともあり、同じ気
持ちを持つ仲間と共に保護団体を設立しました。「仕
事をしながらのボランティア活動なので、できること

から始めて活動の幅
を広げています。譲
渡会のときは家族総
出で取り組んでいま
す」と話します。
　保護ねこピリカは、

平成30年10月に設立され、平成31年３月から市内各
地で保護猫の譲渡会を毎月行っています。現在、同団
体が保護している猫は20匹ほどで、池田さんを含め
たスタッフ３人の自宅でそれぞれ預かっています。
「大変なのは、譲渡に向けて人に慣れさせる“一時預
かり”です。猫によって慣れる期間がさまざまで、長
いと1年以上かかりますが、譲渡が決まったときはう
れしいです」と池田さん。
　「１匹でも多くの命を救えるよ
うに、将来的には終生飼育ができ
る施設を造りたいです」と熱いま
なざしで今後の展望を語ってくれ
ました。

保護ねこピリカ代表
池田 恵子さん（49歳・佐野二）

小さな命をつなげるために

表紙　Front cover
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　1670年に完成した深良用水は、４月25日㈯に通水
350周年という節目を迎えます。深良用水の恵みと先人
の偉業に感謝し、市と芦湖水利組合、さらに市民主体に
よる多くの記念事業が企画されています。
　深良用水を通じ、裾野市にある魅力ある財産を内外に
広く発信し、次の世代に伝えていく必要性や、これから
の市の発展につながるアイデアなどについて語ってもら
いました。

深良用水通水350周年
～先人の偉業に感謝、地域の財産を次の世代へ～

 座談会参加者（順不同）

●大庭 満治さん
深良用水350感謝祭実行委員長

●志村 守雄さん
深良地区郷土資料館運営委員会会長

●増田 喜代子さん
深良地区婦人会長

●髙村 謙二
裾野市長

2020
新春
座談会
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2020　新春座談会

深良用水との関わり
～その恵みを改めて考える～

市長▶深良用水は、江戸時代に深良村の水不足を解消
し、新田開発を進めるために作られた用水路です。
芦ノ湖からトンネルを掘り水を引き込むことを提案
した江戸の町人友野与右衛門と、村の名主大庭源之
丞を中心に３年以上の歳月を費やし、1670年に完
成しました。それは前例のない大土木事業でした。
今年で通水350年。その恵みは今日まで途絶えるこ
とがありません。まずは、自己紹介を兼ねて、深良
用水に関する思い出や関わりなどをお伺いしたいと
思います。

大庭▶深良用水350感謝祭の実行委員長をしている大
庭満治です。深良大洞川土地改良区の推進役である
副理事長の職にもありますので、深良用水に関わり
の深い人間だと思っています。どうぞよろしくお願
いします。

志村▶深良地区郷土資料館運営委員会の会長を務めて
おります志村守雄です。よろしくお願いします。

　　私が子どもの頃は、深良用水のことを親たちや学
校からあまり教わったことがありません。今の子ど
もたちは隧

ずいどう
道見学で中に入る機会もあるし、学校教

育で深良用水の勉強をし、深良中学校では劇も披露
してくれています。それは非常に良いことだと思い
ます。思い出といえば、よく小・中学生の頃に箱根
に遠足に行きました。その時に穴口はここだとか、
発電所を見せてもらいながら、湖尻峠や仙石原、遠
くは箱根神社まで歩いて行ったものです。

増田▶深良地区の婦人会長をしている増田喜代子です。
大庭さんが会長をされている350感謝祭実行委員会
の女性部の代表としても関わっています。私は、子
どもの頃は下和田で暮らしていました。陸

おか
稲
ぼ

とか麦
を食べていた時代ですが、深良のおばがいつも真っ
白な米を背負ってきてくれました。おばが来ると白
いご飯が食べられるので、深良っていいな、と思っ
ていました。その後ご縁があり、深良に住むことに
なったのです。

　　用水への想いは、今からもう８年位前になるで
しょうか、深良中の校長先生として赴任された鈴木
史良先生が深良用水に感銘を受け、これを劇にした
いとお話があったのです。それは良いことだと思い、

当時持っていた資料を全部お渡ししたところ、脚本
を持って来られました。

市長▶それはすごいですね。
増田▶その脚本を夫と一緒に最後まで読むと、涙がこ

ぼれてしょうがない。これは素晴らしいということ
で、何とか劇を実現させたいと思い、深良財産区や
地域の皆さんに声を掛けた経緯があります。その劇
が現在も続いていることに深い感慨を持っています。

市長▶市長の髙村です。市内には、各地区のプライド
につながる素晴らしいものが間違いなくあります。
その筆頭ともいえるのがこの深良用水です。最近で
は富岡地区の葛山城祉保存会によるもののふの里
「葛山城まつり」や、岳南ふるさとやリバーフレン
ド富岡による景ヶ島周辺の美化活動、須山地区の御
師の家や公園整備の関係など、各地区でプライドを
高めるような活動が進んでいることはうれしく思い
ます。自分たちが住む地域に愛着や誇りを持ち、シ
ビックプライドが醸成され、その次に自分たちが当
事者としてもっと良くしようという動きにつながれ
ば、素晴らしいまちづくりになると思っています。

　　ところで、深良用水は平成26年に世界かんがい
施設遺産に登録され、優れた構造物だということが
世界にも認められました。このことについてどう思
いますか。

大庭▶何といっても、この土木事業ですよね。箱根の
水を深良のこの地に引こうという発想は素晴らしい
と思います。３年何カ月かけて1,280メートルのト
ンネルを貫通させて成し遂げました。素晴らしい
リーダーとみんなの団結力があって成し得たものだ
と思います。

志村▶尊敬の念を持って言うならば、かんがい施設遺
産と言いながら、農業用水としても、発電用水とし
ても、そして生活用水としてもまだ生きているんで

深良中学校による劇「いのちの用水」
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すよね。生きているから中に入ることが難しいとい
うもどかしさはありますが、運営委員さんの協力を
得て、郷土資料館で資料の展示をしています。

市長▶江戸時代に芦ノ湖からトンネルを掘って水を通
す発想自体がすごいことですよね。そういえば先程、
増田さんから白いご飯が食べられるという話があり
ましたが、皆さんも深良用水の恩恵を感じることが
ありますか。

大庭▶米作りにしても野菜作りにしても、深良は水に
困らない。口には出さないですけど、恩恵にあず
かっているというのは皆さん日々感じていることだ
と思います。常に一定量流れてくれているので、そ
ういう意味ではありがたいです。

市長▶「有り難い」ということは普通ではないんだよ、
ということなんですよね。

増田▶私もいつも感じながら生活しています。須山、
下和田には川はあるけど、普段は水が流れていませ
ん。深良ではどこの家のそばにも毎日水が流れ、せ
せらぎがあります。私にとっては夢のようです。夫
からは、深良用水から流れてきたところには、ウグ
イやウナギがいたと聞きました。最近は水がきれい
になったせいか、毎年自宅近くの川でも蛍が見られ
ます。

市長▶そうそう、蛍がいるんですよね。私の自宅近く
の川でも飛んでいますよ。

大庭▶蛍といえば、現在農地の整備事業を進めている
深良大洞川土地改良区は、「蛍がすむ」と「水田に
映る逆さ富士がある場所」をサブキャッチフレーズ
にしてＰＲしているんです。

市長▶日本一の逆さ富士ですよね。あそこは。
志村▶深良用水はありがたいと思う一方で、当たり前

のように使っている気もします。一般の人は、水門
の開け閉めや水の調節などの用水管理のことはほと
んど知らないと思いますので、そういうことも分か
るといいですね。水
配人という人がいる
と聞いたのですが、
その人がやっている
のですか。

市長▶水配人は上郷、
中郷、下郷に２人ず
つおり、責任を持っ

て話し合いながら管理しています。水が来る、来な
いといった問題が発生したときの調整なども行って
います。実際の操作については、それぞれの地区ご
とに水利権者で役割を決めて行っていますね。

志村▶普段管理や操作をしている人がいるのですね。
市長▶志村さんは郷土資料館運営委員会の会長さんで

すが、どんな活動をされているんですか。
志村▶深良用水に関するものだけではなく、地元の

人々の寄贈品なども含め、村の時代から伝わる深良
地域の貴重な資料を展示・保管しています。このう
ち、深良用水に関する資料は、世界かんがい施設遺
産に登録された深良用水を内外に広めたいという市
の働き掛けもあって、現在は市の運営のもと、レプ
リカを市民文化センターで常設展示しています。開
館中はいつでも無料でご覧になれます。

　　郷土資料館は、コミセンのリニューアルもあり一
時閉鎖していましたが、昨年は夏休み中に小・中学
生に見てもらおうということで、郷友会の協力を得
て、夏休みの土・日曜日の午後に開館しました。子
どもたちも勉強に来てくれて、来館ノートを見ると
20人程が名前を書いてくれていました。郷土資料
館を見学したい人は、深良支所に相談してください。

市長▶貴重な資料なので、子どもたちだけでなく皆さ
んにも見てほしいですね。

深良用水だけではない
皆さんが考える裾野市の「魅力」とは

市長▶先程も、裾野市には深良用水以外にもたくさん
の良いものがあると申し上げましたが、皆さんで特
に魅力と感じているものはありますか。

大庭▶とにかく富士山の眺めが素晴らしいことです。
東には箱根あり、西には富士山、愛鷹山ありという
ことで、景観に恵まれています。特に箱根は、県道
仙石原新田線が観光・経済・防災という面面でも重
要な路線ではないか
と思います。深良か
ら15分程度で箱根
に行けるくらいの
ルートなので、拡幅
できれば裾野全体の
ポテンシャルもずっ
と上がると思います。志村さん 大庭さん
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市長▶富士山にも直結ですからね。
志村▶深良からなら仙石原もすぐですね。それに加え、

ウォーキングコースなども整備すればもっと魅力的
になると思います。私が子どもの頃はよく遠足で歩
いていましたし、近くには発電所や有名な企業もあ
りますので、見学などもさせてもらえるとなお良い
と思います。

増田▶農業に目を向けると、裾野は首都圏から近いと
いうことで、下和田には新型野菜農園を経営する農
業法人が進出しています。地元の深良でも新規就農
のイチゴ農家やセロリ・サラダほうれん草の水耕栽
培など、若い人たちが新しい方向性をもってやって
くれています。こうしたものも魅力的だと思います。

志村▶実は、今出ましたイチゴ農家さんなのですが、
市や農協の人に間に入ってもらって、休耕田だった
私の農地を使ってもらっているんです。草刈りが大
変だったのですが、今は農家さんで管理をしてくれ
るので、助かっています。

増田▶そういうことってすごいことだと思います。移
住・定住の施策の中で「裾野でこんなことをやって
自分の夢を叶えた人がいます。市でも支援をしま
す」とＰＲしたら、一石二鳥か三鳥になるのではな
いでしょうか。

市長▶そうですね。裾野はチャレンジする人を応援し
ますよ。

増田▶友人が来た際に、よく大野原のススキを見に行
きます。皆さん大感激するんですよ。

志村▶私も、西日が当たったときの輝きが本当に素晴
らしいと思っています。

増田▶ここで話をするだけでもたくさん良いものが出
てくるのだから、「裾野には何にもないよ」なんて

ことを軽々しく口にし
ないほうがいいですね。
自分たちのまちなんだ
からプライドを持たな
いと。

深良用水通水350周年記念事業
先人の偉業を称える式典と市民イベント

市長▶市と芦湖水利組合では、４月25日㈯に深良用
水通水350周年記念式典を行います。翌日の26日
㈰には、市民主催イベント「深良用水350感謝祭」
があります。他にも記念誌の発行などの関連事業を
企画しています。もともと「深良用水まつり」は区
長会と地元の有志のみなさんが中心となり立ち上げ
たそうですね。

増田▶先に話をしてしまったのですが、深良中の鈴木
校長先生が交代すると、せっかく続いてきた素晴ら
しい劇もなくなってしまうのではないかということ
が危惧されました。子どもたちから「三百何十年
前の話が無くなってしまっては困ります」という話
を聞いたときに、大人も子どもに負けていられない
ということで、お祭りをやろうということになった
んです。そのうちに、当時区長会長だった大庭さん
も来てくれて、何をしようか夢のようなことを何度
も話し合っていました。そこで、深良用水まつりで
深良用水の通水当時の衣装で地区内を練り歩く仮装
行列のアイデアが生まれたんです。

市長▶素晴らしいですね。
増田▶仮装行

列だけでは
つまらない。
「せっかく
水が来たん
だから、お
田 植 え を
やって感謝をすれば良いのでは」「そのお米はもち
米にして、次の年にみんなに振る舞えば……」とい
うように話がどんどん決まっていきました。

市長▶まちづくりはコミュニティづくりなんですよ。
このようなコミュニティづくりが、市のまちづくり
にもつながっていくのです。

増田▶最初はまつりを開催するためのお金なんか何も
ない状態でしたが、各区の区長さんも協力してくれ
ました。特に良かったのは、その年の区長さんが次
の深良用水まつりの実行委員会の主力になってくれ
るようになったことです。そこで、350感謝祭をや
ろうというときに、リーダーは大庭さんしかいない

増田さん
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ということになりました。全会一致でね。
市長▶感謝祭では、どのような企画がありますか。
大庭▶市・芦湖水利組合の式典に引き続き、日曜日に

盛大にやりたいと思っています。まず、深良用水ま
つりと同様に仮装行列を考えていますが、大庭源之
丞さんのお墓から市民文化センターまで歩くルート
を予定しています。市民文化センター近くの田んぼ
で早乙女のお田植えも行います。それから、行列に
参加してくれた人や子どもたちに参加してもらい、
風船を持って350の人文字を作り、風船を飛ばす様
子をドローンで撮影したいと思っています。

　　また、昨年11月の深良地区コミセンまつりで用
水弁当のコンテストをやりましたので、式典では特
選になったお弁当を来賓に食べてもらおうと思って
います。

増田▶そうですね。女性陣が頑張って作り、販売もで
きないかな、と考えているところです。

大庭▶深良用水通水350周年の記念切手も作りました。
350感謝祭などで販売したいと思っています。

　　その他に、関連事業として深良小学校東側の組合
道沿いに壁画を描いています。深良用水に関係する
デザインを深良小・中学校の子どもたちから募集し
ました。88点の応募があり、特選に選ばれた２点
のデザインを採用しました。地域全体でとにかく
350周年を祝いたいという思いで、スタッフ一同全
力で取り組んでいます。私たちと一緒に当日の運営
をサポートしてくれるボランティアも募集したいと
考えているので、皆さんよろしくお願いします。

市長▶深良用水は地域の宝というだけでなく、市の宝
であり、御殿場市、長泉町、清水町を含んだ２市２
町の宝でもありますので、行政もしっかり守ってい
かないといけないと思います。そういう中で、350
感謝祭実行委員会の皆さんにはメインとなって力強

くやってもらってい
ます。感謝の気持ち
しかありません。大
きなイベントですの
で当日盛り上がるよ
う、手を携えて一緒
に取り組んでいきま
しょう。

裾野市の魅力を発信するために
必要なこと、できること

市長▶最後になりますが、裾野市の魅力を発信してい
くために皆さんができることや、これから必要と思
うことについてお話を伺えればと思います。

大庭▶この350感謝祭のイベントだけではなく、深良
用水の魅力を生かし、とにかく米作りをやりたいで
すね。集落営農というか、集約化で農業をもう少し
発展させたいし、裏作みたいな形で米以外の作物も
できるようなものを考えたいです。改良区でほ場整
備事業に関わっていますが、その整備が終わった段
階で、新たにそういった農業法人を立ち上げて、そ
こからまた発信をしていきたいという気持ちもあり
ます。

市長▶農業に興味のある人って、若い人も結構いると
思います。法人化によって、農業を通じ地主と法人
との新しいご縁がつながっていくのもアイデアだと
思います。

大庭▶せっかく魅力ある20ヘクタールの農地を整備
していただいているので、これを生かしていきたい
と思っています。

増田▶若い人たちにも、地域の中に積極的に入ってき
てほしいですね。僕知らないではなく、地域の中で
一緒になって何かをやっていくことで、市長の言う
シビックプライドが育まれ、本当の意味での発展に
つながるのではないでしょうか。みんなで頑張ろう
という風潮をぜひ作ってほしいと思います。

市長▶仲間として、楽しくですね。
志村▶私は中小企業関係の人と話をすることがあるの

ですが、近年は災害なども多く、良い場所を探して
いる企業もあるので、大手だけでなく中小の企業を
もっと誘致すれば良いと思います。多くの企業が来
ていただければ、それなりに人口も増えますし。

髙村市長
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大庭▶実は、人口減少化社会になっていく中で、限界
集落になってしまうのではないかという不安もある
んです。地域でまちづくりのワークショップなども
行われていますが、人が住んでくれる条件は何か掘
り下げていく必要があると思います。就職先の確保
もその一つであると思います。人に住んでもらえれ
ば、税収も増え、まちも活気づきます。

志村▶裾野市はとにかく空気がいいし、水もいいし、
こんな良いところはないんですよね。一方で、私の
個人的な印象なんですが、雑草だらけの場所や、道
路の整備が良くない所が気になります。マイナスイ
メージにつながるものは改善していきたいですね。

増田▶最近女性たちで話をするときによく話題となる
のが、だんだんと車の運転から遠ざからなければな
らない年代に差し掛かっているので、歩いて行ける
所にお店があったり、病院やスポーツジムがあった
り、そういったコンパクトなまちができるといいな、
という話です。ですから、深良新駅とその周辺の新

市街地を目指すところには大きな期待をしているん
です。新駅はまだ先だとしても、まずは新市街地が
できて、みんなで歩いて何かができる街ができれば
いいなと思います。

市長▶今年、深良用水通水350周年という節目の年を
迎えることに関しては、皆さんをはじめ地域の人々
がまさに自分のこととして取り組んでいただいてお
ります。このようにチャレンジしてくれる市民や地
域の皆さんを、これからも応援していきたいと思っ
ています。市でも、まちづくりを自分事と思っても
らい、当事者意識を持ってまちづくりに参画しても
らえるような仕掛けをしていきます。

　　今年はオリンピックもあります。ちょうど１年後
には裾野市が誕生してから50周年となります。そ
ういうものも大きな仕掛けとして、市民の皆さんが
やりたいことをやってもらえるような場にもしてい
きたいと思います。

　明けましておめでとうござ
います。平成から令和へと新
たな時代を迎え、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。

　東京2020オリンピック開会式翌日に開催され
る男子自転車ロードレースは、随所で雄大な富士
の姿を存分にご堪能いただける市内のコースを走
ります。国内外の多くの皆さんに訪れていただけ
るチャンスと捉え、裾野市だからこその “おも
てなし”と“レガシーづくり”に市民の皆さんと
ともに取り組みます。
　加えて４月には深良用水通水350年、令和３年
１月１日には市制施行50年の節目を迎えます。
市民の皆さん自らが祝い、主体的にまちづくりに
参画していただけるよう､市民の皆さん自らが作
り上げていく取り組みを進めます。
　「令和」には、個性が尊重、発揮される中でそ
れぞれが調和し豊かな文化が花開くとの期待が込

められていると聞きます。個性の発揮は地方創生
に取り組む地方自治体にとりましても重要なテー
マであり、「豊かな自然」「温かい人々と地域コ
ミュニティ」「未来を見据えた研究・生産活動を
続ける企業群」などは裾野市が最も大切にすべき
個性であり資源です。「田園」と「未来」の調和、
都会にはない裾野市ならではの暮らし・人生の価
値観の創造に向けて、「まち・ひと・しごと」づ
くりを進めてまいります。
　今年は「子

ね
年
どし

」。十二支のスタートであり全て
のエネルギーが再生を始める年といわれます。企
業を含めた市民の皆さんとともに、新たな時代に
向かって英知を集め、まちのグランドデザインで
ある「第５次裾野市総合計画」や「次世代型近未
来都市構想」を策定し、「未来のまちづくり」の
スタートの年とする所存です。
　結びに、皆様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祈念
申し上げまして年頭のあいさつといたします。

新春あいさつ　新たな時代に向かって

裾野市長
髙村 謙二
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2020年農林業センサスにご協力を
2/1㈯を基準日に農林業に関する統計調査を実施 WEBBB

民生委員・児童委員 つなぐ支える地域とともに
令和元年12月１日付で民生委員・児童委員を委嘱 WEBBB

　12月２日㈪に民生委員・児童委員委嘱状交付式が
行われ、市内の88人が民生委員・児童委員として、
８人が主任児童委員として厚生労働大臣から委嘱され
ました。地域の皆さんと各機関とのパイプ役として活
動します。任期は３年です。

頼れる相談相手、各機関とのパイプ役
　多様化する地域の問題を解決するには、人と人との
つながりが不可欠です。しかし、人口減少や少子高齢
化などの影響で、生活上の悩みや不安を一人で抱えて
しまう高齢者などが多くいます。
　民生委員・児童委員には、老若男女を問わず生活に
不安のある人々が安心して暮らせる地域づくりを目指
し、地域住民の悩みに応じ、必要な支援を受けられる
各機関（行政や社会福祉協議会、学校など）につなぐ
役割があります。
　頼れる相談相手であり、各機関のパイプ役として活
躍しています。

安心して相談してください
　民生委員・児童委員には、民生委員法で守秘義務が
定められているため、相談内容を相談者の同意なく、
他人に漏らすことは決してありません。
　住んでいる地域の委員に気軽に相談してください。
各地域の委員については、社会福祉課へお問い合わせ
ください。

社会福祉課　995-1819

　全国一斉に“農林業の国勢調査”といわれる
『2020年農林業センサス』を実施します。この調査
は、国内の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域
における土地資源など、農林業・農山村の基本構造の
実態とその変化を明らかにする調査です。農林業施策
の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作
成し、提供することを目的に５年ごとに行います。

調査員が訪問
　農林業を営んでいる皆さんの自宅などに統計調査員
が訪問して、必要な事項を聞き取り、農林業の経営状
況など調査票への記入を依頼します。ご協力をお願い
します。調査はオンラインによる回答もできます。

１月中旬～２月中旬
農林業家、会社員、集落営農などの農林業関係者で
一定規模以上の農林業を行っている人

秘密保護
　調査内容は統計法に基づき、定められた目的以外に
使用することができません。調査員には守秘義務があ
るので、調査で知り得た情報が他人に漏れることはあ
りません。
※調査員は調査員証を携帯しています。不審に思った

ときには、提示を求め身分を確認してください。
その他／詳しい情報は、農林水産省ホーム

ページからご覧ください。
企画政策課　995-1804

農林業センサスの流れ
調査員が訪問

▼
必要事項聞き取り、調査対象の判定

▼
調査対象の場合、調査票に回答

▼
調査票の回収
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Photograph

　8020推進・静岡県大会2019in裾野が、市民文化セ
ンターで開催されました。8020運動は、80歳になって
も20本の歯を保つことを推進する運動です。県内でこ
の運動を続けてきた、自分の歯が20本以上ある80歳以
上の人たちが表彰されました。裾野市・長泉町・清水
町・小山町の４市町での8020運動の活動報告も行われ、
訪れた人たちは熱心に聞き入っていました。

　ふれあい消防広場が、裾野消防庁舎駐車場で開催さ
れました。家族連れなど約1,000人が来場。防災体験
学習や消防団による模擬店の出店、園児による鼓笛隊
の披露が行われました。起震車体験や消火器体験は特
に人気で、多くの子どもたちが列をつくっていました。
秋晴れの中、防災について考える一日になりました。

特派員：杉本 武滿

　裾野ヒューマンクラブが、本年度で活動を終えるに
あたり、会員などがアルミ缶を集め、コツコツと貯め
た収益金10万円を市に寄付しました。「会員の心の
こもった寄付金です。社会福祉に活用してください」
と会長の大川節子さん。市長は「寄付金は有効に活用
させていただきます」と感謝を述べました。

　富士山資料館周辺で、もみじ観察会が開催されまし
た。参加者は８人。講師の大森紀行さんから、紅葉と
カエデの話や、観察中の注意点などの説明を受け観察
会がスタート。今年は例年になくヤマボウシがきれい
に赤く染まりました。爽やかな気候の中、参加者は色
付いた紅葉の観察を楽しみました。

特派員：小林 辰夫・杉本 武滿

ヤマボウシや紅葉を観察 （11月10日）

アルミ缶回収の収益金を
社会福祉のために （11月11日）

富士の裾野から広げよう8020の輪（11月17日）

防災について考える （11月17日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　裾野市に移住して６年目の
私は、９歳と４歳の子どもを
連れて「楽しい」「面白い」
「笑顔」を探しながら撮影に
向かっています。子どもたち
や私も、「やっぱりこの街が
大好きだ」と思える魅力をこ
れからも発信していきます。

広報特派員　權
ごん

田
だ

 孝一

　第36回東地区コミュニティ
祭が向田小学校グラウンドで開
催されました。
　園児や児童が、エイサーや鼓
笛演奏などを披露。頑張ってい
る子どもたちの姿を見て、会場
は和やかな雰囲気に包まれてい

ました。模擬店では、保護者が朝早くから調理した焼きそばや小麦まん
じゅうなど、おいしい物が盛りだくさん。輪投げやサッカーボールでの
キックターゲット、塗り絵、缶バッジ工作などの
体験コーナーもにぎわっていました。区民の相互
理解や絆が深まり、地域の活性化に役立つ一日と
なりました。

■祭りの力で人と地域を元気に

　市役所で民生委員児童委員退任者感謝状贈呈式が行
われ、退任者49人に委員を務めた年数に応じて、
国・県・市から感謝状が送られました。民生委員児童
委員は、地域で支援を必要としている人に対し福祉全
般の相談に応じ、助言や援助をしています。市長は
「長年にわたりありがとうございました。今後とも市
の福祉行政に力をお貸しください」と述べました。

　パノラマロード沿いの畑でキヌアの収穫を行いまし
た。このキヌアは、市と静岡大学農学部、須山東富士
農事組合で試験栽培を行うため、８月下旬に種をまい
たものです。835平方メートルの畑から約600本が収
穫できました。同大学が、収穫したキヌアの成長の違
いや栄養価などを研究し、採取した種を来年度の春に
まきます。

パノラマロードのキヌアを収穫 （11月21日）

退任者49人に感謝状 （11月28日）

（11月３日）
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Information

おしらせ
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。

２月27日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
２月13日㈭

国保年金課　995-1813
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。

１月21日㈫　10時～12時
南児童館
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
で工作、赤ちゃんマッサージを
行います。
民生委員児童委員協議会

　（長澤）　992-2201
児童扶養手当の支給
　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、認定された人
に支給しています。支給日の前月
までの月分が支給されます。
支給日／１月10日㈮　※奇数月

の11日が基本支給日
支給方法／指定口座に振り込み

●未婚の児童扶養手当受給者に
対する臨時・特別給付金の支給
が決定した人は、合わせて支給
されます。●必要な届け出をし
ていない場合、支給が保留され
ることがあります。
子育て支援課　995-1841

市地区計画（案）の縦覧
　御宿地区計画変更（案）の縦覧
を行います。

１月14日㈫～28日㈫　８時30
分～17時15分　※土・日曜日
を除く
市役所２階まちづくり課

意見書の提出
　土地の所有者など地区内に利害
関係のある人は、意見書を提出で
きます。まちづくり課へ直接また
は郵送で提出してください。

２月４日㈫
御宿地区計画変更（案）や意見
書などは市公式ウェブサイトか
らダウンロードできます。
まちづくり課　995-1829

令和２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
望する人には販売しています。

ふるさとから望む麗峰富士
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350円、２部510円
　３・４部710円　※４部以上希

望する場合は、事前にお問い合
わせください。
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

国保高齢受給者証交付会
　２月１日㈯から対象となる人に、
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25年１月２日～２月１日
に生まれた人
保険証、筆記用具など
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

秋の褒章
旭日小綬章

杉本 和男さん
（元市議会議員）

　平成６年10月に市議会議
員に初当選し、６期24年の
任期を務めました。その間、
平成14年10月から平成15年
９月まで副議長を、平成15
年９月から平成17年９月ま
で議長を務めるなど、豊富な
議員経験と人脈を生かして社
会基盤の整備や生活環境の充
実に尽力し、市勢伸展に多大
な貢献をしました。
　現在は消防団団長を勤め、
市民の生命財産を火災から守
るとともに、防火意識の高揚
に尽力しています。
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お知らせ

市役所地下多目的ルームの一般利
用停止
　市役所地下に取り付けられてい
るKYB㈱とカヤバシステムマシ
ナリー㈱が製造した５基の免震オ
イルダンパーについて、国土交通
大臣認定への適合調査をした結果、
不明品だったため、取り替え工事
を行います。工事期間中、市役所
地下多目的ルームは一般利用でき
ません。ご理解をお願いします。

３月16日㈪～６月５日㈮
行政課　995-1807

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。
●清一設備

富士市厚原1859-21
TEL0545-71-5099
●静岡ガス㈱導管ネットワーク事

業部東部導管ネットワークセン
ター
沼津市岡一色809

TEL927-2814
上下水道工務課　995-1834

すそのスタイルvol.12発行
　今回のテーマは、「すその、パ
ン。」です。
市内のパン店
やパン教室、
パンづくりに
関わる人を特
集しています。
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.1～11は市役
所で配布しています。
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

広報すそのつづり台紙の配布終了
　毎年民間事業者が発行し、広報
すその５月号と一緒に配布してい
たつづり台紙は、本年度で配布を
終了します。来年度は配布されな
いため、広報すそのは各自でつづ
るなどして保管をお願いします。

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」でもご覧になれます。
戦略広報課　995-1802

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

須山 ２月４日㈫ 須山コミセン

東 ２月５日㈬

生涯学習セン
ター

深良 ２月７日㈮

西 ２月12日㈬

富岡 ２月13日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

市民無料相談
１月20日㈪　10時～12時

　※受付▶11時40分まで
市役所４階401会議室
●司法書士相談▶相続、各種登
記、会社の設立、増資、成年後
見業務、社会保険労務などに関
する相談。

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

　●弁護士相談▶各種法律の相談。
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

市民文芸誌『文芸すその』
第39号刊行
　市民の皆さんの文芸作品を掲載
した『文芸すその』を頒布します。

１月７日㈫～２月29日㈯
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、頒布期
間終了後も継続して扱います。
生涯学習課　994-0145

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
分析や応募書類の書き方、面接練
習など就職活動をサポートしてい
ます。気軽に利用してください。

９時～17時（土・日曜日、祝
日、年末年始を除く）
しずおかジョブステーション東
部　951-8229 
沼津市大手町1-1-3沼津商連会
館ビル２階

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▶897円
●鉄鋼、非鉄金属製造業▶935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▶950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▶919円

●各種商品小売業▶886円
静岡労働局労働基準部賃金室

　054-254-6315
https://jsite.mhlw.go.jp/shi

　zuoka-roudoukyoku/roudou
kyoku/roudou/chingin.html
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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
110番は緊急通報
　事件や事故、不審者などの情報
は、直ちに110番通報し、警察官
が到着するまで危険を避けて待機
してください。緊急性のない相談
や落し物の問い合わせなどは、裾
野警察署へ連絡をお願いします。

裾野警察署　995-0110
谷口浩美氏特別講演会
オリンピアンが語る私の陸上人生
　「こけちゃいました」のフレー
ズとその表情を多くの国民の印象
に残した谷口浩美さんが語ります。

１月17日㈮　18時30分～20時
市民文化センター多目的ホール
300人（先着順）
谷口浩美さん（男子マラソン日
本代表としてバルセロナ・アト
ランタオリンピック出場）
市公式ウェブサイトにある申し
込みフォームか、産業振興課な
どにある申込書に必要事項を
記入し、直接またはファクス、
メールで提出してください。
産業振興課　995-1825
995-1864
kankou@city.susono.shizuo
ka.jp

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29日㈬
美化センター　992-3210

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28日㈯～１月５日㈰
全便
企画政策課　995-1804

消防出初式
１月12日㈰

内容 開始時間 ところ

式典 13:30 市役所
駐車場一斉放水 15:10ごろ

車両周回 15:30ごろ 駅前通り
新道通り

【写真コンテストの実施】
　消防出初式の開催にあわせ、実
施します。入賞者には、賞状と記
念品を贈呈します。

危機管理課または裾野消防署に
ある応募要項に添付されている
応募票に必要事項を記入し、写
真に貼り付け、危機管理課に直
接または郵送で提出してくださ
い。
１月20日㈪
危機管理課　995-1817

教室・講座
金融講座

２月１日㈯ 13時30分～15時
30分
市役所地下会議室A・B
40人（先着順）
老後2000万円問題
太矢香苗さん（かな・えるFP
相談室）

産業振興課　995-1857
　消費生活センター　995-1854
すぐに使えるコミュ“力”アップ講座

２月５日㈬　18時30分～21時
市民文化センター会議室31
独身の人
男女各10人（応募者多数の場
合は抽選）
初対面の人と仲良くなるのが苦
手、緊張するなどを解消する
“うちとけ”の法則を学びます。
釘山健一さん（(一社)会議ファ
シリテーター普及協会）
申し込みフォームか、シビック
プライド推進室に電話または
メールで住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を伝
えてください。
１月24日㈮
シビックプライド推進室

　995-1803
susonon@city.susono.shizuo
ka.jp
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お知らせ

シルバー植木剪
せん

定講座
２月27日㈭　10時30分～15時
市民文化センター36会議室
市内に住んでいる60歳以上の
人
10人
植木剪

せん
定(基礎)､座学､実技指導

小野博正さん（職業訓練指導員
〔造園〕）
木ばさみ、剪

せん
定ばさみ、のこぎ

り、筆記用具、昼食、剪
せん

定作業
のできる服装
２月14日㈮

シルバー人材センター
　993-5914
第２回陶芸講座

１月25日㈯・26日㈰　９時30
分～11時30分
東西公民館実習室
市内に住んでいるか通勤してい
る人で２日間受講できる人
10人（先着順）
講師の説明を受けながら、300
グラムの粘土で湯呑みや皿など
それぞれが作りたいものを自由
に作ります。
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。
１月７日㈫９時～19日㈰17時
東西公民館　992-6677

家庭生活支援員養成研修
①２月８日㈯・９日㈰　10時
～16時　②２月29日㈯、３月
１日㈰　10時～16時
①県総合社会福祉会館（静岡市
葵区駿府町）　②浜松市市民協
働センター（浜松市中区中央）
家庭生活支援員として、生活援
助や子育て支援で活動が見込め
る人
各20人（先着順）
家事や保育を支援するため、ひ
とり親家庭に派遣する人材を育

成します。
住所、氏名、年齢、電話番号、
希望会場、託児の有無を県母子
寡婦福祉連合会へファクスまた
はメールで連絡してください。
①１月31日㈮　②２月21日㈮
資格取得のためには、２日間の
受講が必要です。
県母子寡婦福祉連合会

　054-254-5220
054-254-0056
boshikafu7@apricot.ocn.ne.
jp

消
費者相談室　　　　消費生活センター 995-1854

Q 市役所の職員を名乗り「保険料を払い過
ぎているので還付金がある」と電話が

あった。「振り込むので口座番号などを教えてほ
しい」と言われたが信用できるか。

A 高齢者を狙った還付金詐欺のトラブルが後を絶ちません。
還付金を口実に電話があり、キャッシュカードをだまし

取られ、気が付いたら口座からお金が引き出されていたという
被害が起きています。市役所などの公的機関や金融機関の職員
が通帳やキャッシュカードの番号を聞いたり、受け取りに自宅
を訪問したりすることはありません。「お金が戻ってくる」
「手続きは今日中」とせかされても慌てないことが大切です。
市の関係部署に問い合わせるなどして、冷静に対処しましょう。
ATMに誘導する手口もありますので注意してください。
不審に思ったときは、警察や消費生活センターなどにご相談く
ださい。

15
2020.1

広報すその



Information

人口 51,635人
男性 26,234人　女性 25,401人

納付期限：１月31日㈮
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
市県民税	 第４期分

受付時間：8時30分〜17時

１日㈬ ㈱小島屋商会
☎998-0019

２日㈭ ㈱駿東管工
☎992-5728

３日㈮ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

４日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

５日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

11日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

12日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

13日㈪ パイピング横山
☎992-3329

18日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

19日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

25日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

26日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

１月の税金・料金

１月の水道工事当番店

人口統計　12月１日現在

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　

募　集
市育英奨学生
貸与／４月、９月の２回

市内に引き続き３年以上住んで
いて、学費の支払いが困難と認
められる人

奨学金額
高等学校
高等専門

学校
専修学校

入学
一時金 ６万円

月額 １万２千円

短期大学
大学

入学
一時金 30万円

月額 ３万円

貸与金利／無金利
返済期間／貸与終了後１年据え置

き10年以内
選考方法／選考委員会の答申に基

づき、教育委員会が選考します。
学校教育課にある所定の申し込
み用紙に必要事項を記入し、通
学している学校の推薦書など必
要な書類を添えて提出してくだ
さい。
３月３日㈫
学校教育課　995-1838

農業委員･農地利用最適化推進委員
　農業に関する知識と熱意があり、
農地の利用の最適化の推進などの
農業委員会職務を適切に行うこと
ができる人の推薦、応募を受け付
けます。自薦・他薦は問いません。

農業に関する識見がある人
●農業委員▶12人●農地利用

　最適化推進委員▶９人
業務内容／●農地法に基づく案件

の調査・審議●農業委員会総会
（月１回）、研修会などへの参
加●農地利用の最適化（農地の
集積・集約化、遊休農地の発生
防止・解消、新規参入の促進）
推進のための活動など　※両委
員は連携して業務を行います。

任期／７月20日㈪～令和５年７
月19日㈬

応募方法／所定の推薦・応募用紙、
承諾書（推薦の場合のみ）、履
歴書に必要事項を記入し、農林
振興課へ提出してください。
１月15日㈬～２月14日㈮

　※消印有効
応募者多数の場合は選考を行い
ます。
農業委員会（農林振興課内）

　995-1824

16
2020.1
広報すその



恐竜トリケラトプスの大逆襲 
著者：黒川みつひろ　出版社：小峰書店

　トリケラトプスのビックホーンとリトルホーン、ミニ
ホーンが大活躍する絵本です。このシリーズは、戦うシー
ンがとても迫力があり、恐竜好きにおすすめです。解説も
載っていて、とても勉強になります。

図書館利用者
吉野　充

みつき

喜さん
（６歳・須山）

おすすめ本の紹介

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

１日㈬～３日㈮・６日㈪・14日㈫
20日㈪・23㈭・27日㈪休館日

1月

行事予定
一般書
	 ●私に似ていない彼女
 著：加藤千恵　ポプラ社

	 ●グランドシャトー	Grand	château
 著：高殿円　文藝春秋

	 ●改良
 著：遠野遥　河出書房新社
	 ●人体、なんでそうなった？
 著：ネイサン・レンツ　化学同人

	 ●思考法図鑑
 著：アンド　翔泳社

児童書
	 ●ふゆとみずのまほうこおり
  写真・文：片平孝　ポプラ社（ふしぎいっぱい写真絵本 38）

	 ●図書館からの冒険
  作：岡田淳　偕成社（偕成社ワンダーランド）

	 ●明日をさがす旅　故郷を追われた子どもたち
  作：アラン・グラッツ　訳：さくまゆみこ　福音館書店

	 ●こころのいと　つながってるよ
  絵：ジョアン・ルー・フリートフ　文：パトリス・カースト　岩崎書店

	 ●わたしのわごむはわたさない
  作・絵：ヨシタケシンスケ　ＰＨＰ研究所

親子わいわい広場
 11日㈯ 13時30分～16時 本館２階視聴覚室

おはなしの会
 11日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 18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
 15日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 22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
 ８日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 16日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 29日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室

絵本とおしゃべりのへや
 24日㈮ 10時～12時 本館２階展示室

新刊紹介
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救急協力医 January1月
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
1/1〜1/3	 ８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈬

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 沼津市立病院 924-5100 東椎路 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

さとやまクリニック 939-8031 東原

2 ㈭

新井内科クリニック 992-0811 久根

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

清流クリニック 941-8688 堂庭

3 ㈮

清水館医院 993-2323 茶畑 清水館医院 993-2323 茶畑

杉山医院 972-3223 伏見 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

きせがわ病院 952-8600 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

4 ㈯ 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

5 ㈰

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

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 西村医院 971-6510 下土狩

おおい神経内科 922-8886 北高島町 東医院 921-5520 高沢町

6 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

7 ㈫ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 大沢ハートクリニック 929-1313 若葉町 よざ小児科医院 967-5722 原

8 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

9 ㈭ 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

10 ㈮ 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 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

11 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

12 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 田中医院 921-2053 高島町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

13 ㈪

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

旭医院 966-0031 原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

永野医院 962-4450 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

14 ㈫ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 五十嵐クリニック 934-6700 志下 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

15 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

16 ㈭ 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

17 ㈮ 本村クリニック 969-0001 大塚 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

18 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町
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	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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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
1/1〜1/3	 ８時〜18時

日 内 科 外 科 小児科

19 ㈰

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

岡田医院 921-5321 新宿町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

20 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

21 ㈫ 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 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

22 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 白石医院 951-4593 市道町 りゅうじん医院 988-3133 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 ㈮ 境医院 975-8021 竹原 金元整形外科医院 924-0112 松長 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

25 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 守重医院 931-2511 我入道
江川

なおきクリニック 929-8555 東椎路 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

森岡医院 962-1084 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

27 ㈪ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 香貫医院 931-2465 本郷町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

28 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

31 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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 ㈬ 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

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

吉田歯科医院
987-6118 納米里

2 ㈭ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

米山歯科医院
988-8211 南一色

3 ㈮ 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

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

5 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

かぬき岩端医院
932-8189 前原

栗田歯科医院
986-1667 下土狩

12 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

木の花歯科医院
972-0097 堂庭

13 ㈪ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

19 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川

26 ㈰ 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

かまたクリニック
988-2488 文教町

中里歯科医院
976-1818 伏見

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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１月

裾野っ子
すくすく
成長中！

岡 すみれさん
（２歳８カ月・金沢） 近藤 茉

まつ
璃
り

さん
（２歳３カ月・富士見台）

佐藤 彩
あや

音
ね

さん
（２歳８カ月・中里）

芹澤 彩
いろ

暖
は

さん
（３歳・伊豆島田）

掲載写真募集
市に住民登録がある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。
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。
wagaya-star@city.suso
no.shizuoka.jp

2020
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月

号
N

O
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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
　 ６日㈪・27日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 27日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ８日㈬　９時30分～11時15分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 20日㈪　13時～15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ６日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 ８日㈬・24日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 30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
★寄り道試食会
　 28日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 ８日㈬　９時30分～11時
　 令和元年７月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 14日㈫　13時～
　 平成30年６月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 ９日㈭　13時30分～15時
　 平成29年７月生まれの人
★３歳児健康診査
　 16日㈭　13時～
　 平成28年12月生まれの人
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特集▶▶▶ 富士山の日
※今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



東京2020オリンピック

聖火リレー

目次　Contents

　１月12日㈰、新成人者祝賀駅
伝大会が開催されました。エント
リーは全部で87チーム、今年で
63回目を迎えます。須山小学校
をスタートしたランナーたちは、
県道を駆け下り、ゴールの市民文
化センターへ。声援を背に受け
21.7㎞を駆け抜けました。

800人のランナーが激走

  3 特集　富士山の日

  6 トピックス

10 トピックス

13 インフォメーション

確定申告

すそのんお誕生会／春季火災予防運
動／消防団員募集／広報特派員募集
／駿東地区交通災害共済

　東京2020オリンピックの聖火リレーが、３月12日㈭にギリ
シャで採火され26日㈭に福島県をグランドスタートし、121
日間かけて全国を回ります。市内の区間は、運動公園陸上競技
場からトヨタ自動車株式会社東富士研究所まで。６月26日㈮
にランナーが走ります。
　当市ゆかりのランナー、２人が決定しました。

若林 広太郎さん
（伊豆島田・18歳）
県立沼津特別支援学校３年

　ダウン症という障がいを持っていま
す。２人の姉とバスケットボールをす
るのが楽しみで、走ることも好きです。
ダウン症は、一般的に筋力が弱く、運

動が苦手なイメージを持たれていますが、丈夫に成長しました。
色んなことに挑戦したい、障がいがあっても元気に走る姿を見
せてみんなに希望を与えたいと思い、聖火ランナーに応募しま
した。小さいころからお世話になっている先生や姉など応援し
てくれている人たちに感謝を込めて走ります。

益田 紗
さや

華
か

さん
 （堰原・13歳）
西中学校１年

　アスルクラロ沼津チアリーディング
クラブの“JEWELS”に、小学５年
生のときから所属しています。学校の
友達と違い、部活動には所属せず、沼

津市民体育館で仲間と一緒に練習に励んでいます。弟がいます
が、引っ込み思案で友達づくりが少し苦手。チアリーダーは、
人を応援することが役目です。聖火リレーを通じて、弟を含め、
たくさんの人を応援したいと思い応募しました。応援するには、
笑顔が大切。笑顔で聖火をつなぎます。

表紙　Front cover
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　富士山資料館は、富士山と郷土の自然・歴史・文
化・人々の暮らしなどを幅広く紹介することを目的と
して、昭和53年に開館しました。富士山の成り立ち
や富士山に関する情報が、コーナーごとに分かりやす
く展示されています。また、江戸時代後期から昭和初
期までの生活に使用された民具や道具などの展示もあ
り、当時の暮らしを伺い知ることができます。富士山
資料館では、年間を通じ企画展や特別展、各種講座な
どが開催され、富士山学習の場として親しまれていま
す。
開催時間▶︎９時〜16時30分
入 館 料▶︎大人210円、子ども（小・中学生）100円

休 館 日▶︎毎週月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の
翌日（土・日曜日の場合は開館）、年末年始

　２月23日㈰は富士山の日です。静岡県では、県民が富士山に
ついて学び、考え、想いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後
世に引き継ぐことを期する日として、平成21年に条例で制定さ
れました。
　平成25年６月、富士山は「富士山－信仰の対象と芸術の源泉
－」の名称のもと、関連施設と共に世界文化遺産に登録されまし
た。富士山の日に関連し、市内でもイベントが企画されています。
身近なところから富士山を学び、訪ねてみませんか。　

特集
富士山の日

富士山を学ぶなら　富士山資料館 998-1325
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富士山資料館入館無料
　富士山の日の２月23日㈰は入館料が無料
になります。

２月23日㈰　９時〜16時30分

絵手紙体験講座
　富士山や植物を題材にした絵手紙を作りま
す。あなただけのオリジナルの絵手紙を作っ
てみませんか。事前の申し込みは不要で、時
間内の参加は自由です。

２月23日㈰　10時〜15時
渡邉 節代さん（県環境学習指導員）

第８回富士山芸術展
　市内の芸術・文化団体などが富士山を題材に表現し
た絵画、写真、陶芸、短歌、俳句などの作品を展示し
ます。

２月12日㈬〜24日㈪　９時〜17時
　※初日は13時から、最終日は15時まで

生涯学習センター展示コーナー
生涯学習課　994-0145

　富士山世界文化遺産裾野市民協議会では、市内の芸
術・文化団体などの協力を得て、世界遺産である富士
山の魅力を伝えるべく、富士山の日関連事業として芸
術展と記念講演会を開催しています。

富士山資料館「富士山の日」関連イベント

富士山世界文化遺産裾野市民協議会

特集
富士山
の日

「富士山の日」記念講演会
　富士山かぐや姫ミュージアム（富士市）館長の木ノ
内義昭さんが、リニューアルで来場者数が激増した富
士山かぐや姫ミュージアムの手法と、富士山に伝わる
かぐや姫伝説について話します。入場は無料です。

２月19日㈬　19時〜　※開場▶︎18時30分
生涯学習センター学習ホール
富士山信仰とかぐや姫

生涯学習課　994-0145 ふじかぐちゃん 木ノ内 義昭さん

富士山資料館
　998-1325
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 世界文化遺産を訪ねてみよう　須山浅間神社

特集
富士山
の日

　須山浅間神社は、世界文化遺産「富士山－信仰の対
象と芸術の源泉－」の構成資産の１つとなっています。
富士山須山口登山道の起点となる神社であり、須山口
から山頂を目指す登山者がこの神社で身を清め、安全
を祈願しました。富士山資料館には浅間神社の棟札２
枚が保管されていて、少なくとも大永４年（1524

年）には存在し
ていたことが分
かります。
　その後、宝永
の噴火が発生し、
須山口登山道や
周 辺 で 暮 ら す

人々に大きな影響が出ました。その中でも、浅間神社
は富士山信仰の中心として、地元の人々によって大切
に守られてきました。
　境内には、樹齢約500年のスギの巨木が約20本あ
ります。中には目通りの太さが周囲７〜８ｍほどのも
のもあり、静かで厳粛な雰囲気と共に浅間神社の長い

歴史を感じさせ
ます。
  鳥居をくぐり
階段を上ると、
ハート型に見え
る小窓がある石
灯篭があります。
この小窓の形は「猪目（いのめ）」といい、日本に古
くから伝わる模様の一つです。1707年の宝永の噴火
から35年後に設置されたものとのことです。
　浅間神社の祭神である木

このはなさくやひめのみこと
花咲耶姫命は火の神として

有名ですが、女性の守護、または安産の神、縁結びの
神としても知られています。
　休日の10時から15時ごろ
までは社務所が開いているこ
とが多く、御朱印や御神木を
使用した神札などをお求めに
なれます。

須山722番地
080-1617-1865
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所得税などの確定申告２/17㈪～
市・県民税の申告も同時に受け付けします

　令和元年分（2019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。初日や、午前中の早い時間は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。

各会場の受付日時
会　　場 日　　時

沼津商工会議所
※キラメッセ会場

から変更

２月17日㈪～３月16日㈪
９時～17時(受付▶︎16時まで)
※土・日曜日、祝日は除く

市役所
４階401会議室

２月17日㈪～３月16日㈪
９時～11時・13時～16時
※土・日曜日、祝日は除く

須山コミセン
２階大会議室

２月27日㈭
９時～11時・13時～14時

※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、午前中にお越しの人も午後の受け付
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人
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。

※沼津商工会議所会場は、混雑の状況によっては、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。

確定申告が必要な人
●事業・不動産・譲渡所得などがある人
　事業をしている人や不動産収入のある人、土地や建

物を売った人などで、申告が必要な全ての所得と控
除から計算して所得税を納付する必要がある人

●給与所得がある人で、次の①〜③のいずれかに該当
する人など

　①給与の年間収入が2,000万円を超える人
　②年末調整済みの給与所得と退職所得を除いた他の

所得の合計額が20万円を超える人
　③ふるさと納税をワンストップ特例で５カ所を超え

る自治体に行った人
●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20万円以下の人は、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人
●令和２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人
　①給与所得や、公的年金など以外に2019年中に課

税所得がある人
　②2019年中に所得がなかった人（他の人の配偶

者・扶養控除の対象になっていない人。ただし、
合計所得金額が1,000万円以上ある人の扶養に
なっている配偶者は配偶者控除の対象とならない
ため申告が必要です）

　③被扶養者などで、課税(所得)証明書が必要な人
　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人
※前年に市・県民税の申告をした人には、１月下旬に

市・県民税申告書を送付しました。
※給与所得のみで年末調整の済んでいる人は、確定申

告や市・県民税の申告の必要はありません。

税務課市民税係　995-1810
　沼津税務署　　　922-1560

◆◆次の人は、沼津商工会議所へ◆◆
●令和元年中（2019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人
●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人
●営業所得・農業所得・譲渡所得のある人、分離

課税の申告をする人
●平成30年分以前の申告をする人
●消費税・贈与税の申告をする人
●申告書の控えに税務署の収受印が必要な人
※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、沼津商
工会議所会場を
ご案内します。

※駐車場はプラサ
ヴェルデ（有料）
を利用してくだ
さい。

414 至　裾野

ホテル
沼津キャッスル

沼津中央高校

東海道線

P P

イトー
ヨーカドー

御
殿
場
線

沼津税
務署

学
園
通
り

リ
コ
ー
通
り

北口北口

JR
沼津駅

沼津商工会議所沼津商工会議所
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WEBBB

申告に必要なもの（チェックリスト）
□令和元年分の給与・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人は、身体障害者手帳や療育手

帳など障がいの程度が確認できるもの
□医療費の明細書または領収書、高額療養費や保険給

付金など補てんされた金額が分かるもの（事前に集
計をしておいてください）

□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人は銀行印も必要です）
□マイナンバーカード　※持っていない人は、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
るものが必要となります（顔写真のないものは２種
類以上必要です）。

□地方公共団体や日本赤十字社などに寄付をした場合
はその受領証（ふるさと納税ワンストップ特例を申
請した人でも確定申告をする場合は、受領証が必要
です）

障害者控除を受けるための証明を発行します
　65歳以上で、介護保険法の介護認定を受けている
人やその人を扶養している人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
険課へご相談ください。

介護保険課　995-1821

医療費控除は明細書の添付が必要
　平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の添
付または提示の代わりに「医療費控除の明細書」の添
付が必要になりました。医療費の領収書の添付または
提示のみによる医療費控除の適用は、令和元年分まで
となり、令和２年分以降は「医療費控除の明細書」の
提出が必要です。
※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があり

ます。
マイホームを新築・購入または増改築をした人
　住宅ローンなどを利用してマイホームの新築などを
し、2019年中に入居し、一定の要件に該当する人は
住宅借入金等特別控除が受けられます。対象者には申
告書の作成指導を行います。要件については、国税庁
のホームページまたはパンフレット「マイホームを
持ったとき」をご確認ください。

２月13日㈭・14日㈮　９時〜17時（受付▶︎16時ま
で）※混雑状況によっては、早めに受け付けを終了
する場合があります。
沼津商工会議所（沼津市米山町６番５号）
家屋調査時に配布しているチラシ「住宅借入金等特
別控除説明会のご案内」を確認するか、沼津税務署
へお問い合わせください。

※令和元年分の合計所得金額が3,000万円を超える人
や、令和元年分・平成30年分・平成29年分のいず
れかで「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」など
の特例を受けた人は、当控除を受けられません。

※住宅取得資金の贈与を受ける人は、贈与税の申告が
必要となる場合があります。

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。
税理士による無料税務相談

２月17日㈪〜27日㈭　９時30分〜12時、13時〜
16時　※土・日曜日、祝日は除く
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。

●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人、市役所から市・
県民税の申告書が送られてきた人は、それら
の書類をお持ちください。

●平成30年分の確定申告書や収支内訳書など
の控えがある人は、控えを持って来ると手続
きがスムーズに行えます。
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Photograph

　生涯学習センターで市民活動の集いが開催されまし
た。地域の各分野で活躍する34人が参加。NPO法人み
らい建設部の進行で行われました。富岡地区「嶽南ふ
るさと」や宮城県大崎市の高橋一夫さんの「池月地域
支援サポート」の実践報告の後、グループに分かれ、
さまざまな意見を出し合いながら合意形成を目指す研
修をしました。 特派員：小林 建次

　市と㈱アールビーズとのスポーツ振興に関する包括
連携協定締結式が行われました。同社はランニング雑
誌の発行やイベント運営などを手掛け、スポーツ振興
に取り組む全国の自治体と協定締結を進めています。
今後は陸上競技の合宿誘致や、スポーツを通じた地域
活性化・健康づくり、スポーツ人口の裾野拡大に向け
て連携をしていきます。

　市民文化センターで第46回農業まつりが開催され
ました。会場内には新鮮なイチゴや野菜、そばなど地
元農家自慢の農産物が勢ぞろい。他にも総菜や加工品
を販売する店が並び、多くの来場者でにぎわいました。
同じ会場では、農産物ほ場等審査表彰式・裾野の農業
フォトコンテストの表彰式も行われ、入賞作品が展示
されました。

　西中学校の３年生が、社会科の授業で地方自治に参
加しました。市の現状や課題を踏まえ、どうしたら裾
野市が良いまちになるか、１クラス３人の代表者が提
言しました。グループ討議では、市長や市議会議員な
ども加わり、その提言内容の実現について話し合いま
した。生徒からの提言は市の課題となっているもので
もあり、多くのアイデアが集まりました。

西中生が地域の一員として市に提言（12月５日）

地元の農産物の即売などで大にぎわい（12月８日）

楽しく協働のまちづくりを目指して（12月14日）

スポーツ振興に関する包括連携協定（12月25日）
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フォトグラフ

　深良地区で恒例の元旦マラソン・駅伝大会が開催さ
れました。距離の異なる３つのコースと駅伝の部に約
160人が参加。１年の健康と地域の発展を願い、深良
小学校を元気にスタートしました。沿道からは地元の
皆さんから温かい声援が寄せられ、全員が完走。令和
２年のスタートを飾りました。

特派員：勝又 しんじ

　市民文化センターで成人式が行われ、二十歳を迎え
る617人をお祝いしました。参加した皆さんの表情は、
晴れやかで、夢や希望にあふれていました。久しぶり
の友人との再会を喜びながら、責任ある社会の一員と
して気持ちを新たにしていました。アトラクションで
は、抽選会なども行われました。
 特派員：權田 孝一・原 久子・杉本 武滿

　市役所地階テラスでギターの弾き語り演奏会が行わ
れました。演奏したのは、市内の介護施設などを訪問
し演奏活動をしている２人組グループ「ピクルス」で
す。昼休みの時間帯ということもあり、市役所を訪れ
た多くの人々が立ち寄り、演奏に聞き入っていました。

　市役所で消防出初式が行われました。消防団員らに
よる式典や訓練展示が整然と行われた後、一斉放水が
行われました。それぞれに着色された水がホースから
高々と吹きあがると、観客からは大きな歓声があがり
ました。フォトコンテストも同時開催され、カメラマ
ンが団員たちの勇壮な姿を捉えていました。

市役所でギターの聞き語り演奏会 （12月25日）

新年に迫力ある一斉放水を披露 （１月12日）

新年の深良を走る （１月１日）

二十歳の節目をともに祝う （１月12日）
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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）

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

すそのん
お誕生会　　

２月23日日
市民文化センター

2020

すそのん
パンマルシェ
同時開催！

Boulangerie miya、まちこっぺ、フレッシュベーカリー
Honda、富士サファリパーク「パン工房」、遊園地ぐりんぱ
「森のパン屋さん」、グリーンカフェ花麒麟、ぱんはうす
YOU・富士の里 洋菓子店、メルカート、４SE A SON、
YUZUKA

●すそのんカフェ
　まめきゅう Mame café、やさい食堂 楽風、ビューティー

チェリーカフェ、栄養士が作るお弁当屋さんSMILY
●STUDIO O&K“すそのんグッズ” 
●すそのんラッピングカー展示
●すそのん研究会“すそのん情報コーナー”
●富士サファリパーク“ふれあいミニ動物園”
●地域活動 母親クラブ“射的”
●NPO法人メープル“こども縁日”
●裾野市「明るい家庭づくり・三つの実践」実行委員会

“無料わたがし”
●mame crop“フォト撮影ブース”

　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　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
ともだちキャラクターが参加し、市民の皆さんと交流しながらお誕生日を盛大におともだちキャラクターが参加し、市民の皆さんと交流しながらお誕生日を盛大にお
祝いします。情報誌すそのスタイルで特集したパン店が参加する「パンマルシェ」祝いします。情報誌すそのスタイルで特集したパン店が参加する「パンマルシェ」
や子どもたちのための塗り絵や折り紙、缶バッジ作りの体験コーナーなど、家族でや子どもたちのための塗り絵や折り紙、缶バッジ作りの体験コーナーなど、家族で
楽しめるイベント盛りだくさんです。楽しめるイベント盛りだくさんです。

スケジュール
と　き／2月23日㈰　10時～13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●パンマルシェ
●富士サファリパークミニ動物園

10:00 オープニングセレモニー
10:20 アトラクション・ゲームスタート
 ●キャラクターPRステージ●缶

バッジづくり、すそのん折り紙、
塗り絵●記念撮影会

12:00 おたのしみ抽選会
12:30 グランドフィナーレ

すそのんパンマルシェ

シビックプライド推進室
　995-1803

2020.2
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春の全国火災予防運動
ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心（令和元年度全国統一防火標語）

消防団員を募集
災害時に地域を守る力に WEBBB

　消防団は、自分たちの地域は自分たちで守る精神で、
地域の安全・安心を守るための組織です。当市では、
団本部・女性消防、東・西・深良・富岡・須山分団が
活動しています。一緒に大切な街を守りませんか。

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１つです。消防団員は、
普段は他の仕事をしていたり学校に通っていたりする
非常勤で特別職の地方公務員です。現在、当市では男
性209人、女性11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
な人は、男女問わずどなたでも入団できます。
消防団の活動内容
災害時の活動／消火活動、救助・救出活動、後方支援

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、

高齢者住宅の防火訪問、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／年間一定の報酬（数万円程度）が

支給されます。災害で出動した場合や訓練を行った
場合などには、手当が支給されます。

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。

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。

退職報償金の支給／消防団を退団した場合は、勤務年
数に応じて退職報償金が支払われます。

入団するには
　入団を希望する人は、近くの消防団員か危機管理課
へ連絡してください。地域の消防団員が勧誘に自宅な
どを訪問することがあります。

消防庁の消防団オフィシャルウェブサイト
　https://www.fdma.go.jp/relocation/syobod

an/
危機管理課　995-1817

　春の全国火災予防運動が３月１日㈰から７日㈯まで
行われます。火災が発生しやすい時季です。火災予防
意識を高め、火災を防ぎましょう。

令和元年は市内で19件の火災が発生
　令和元年は、富士山南東消防本部管内で43件、市
内では19件の火災が発生しました。管内での建物火
災は25件で、その内10件が住宅火災でした。
令和元年火災発生件数　　　 　　　　（　）は前年比

種類 裾野市 三島市 長泉町 合計
建物
火災

８件
(＋２)

11件
(－１)

６件
(－１)

25件
(±０)

林野
火災

１件
(＋１)

０件
(±０)

０件
(±０)

１件
(＋１)

車両
火災

７件
(＋２)

０件
(－３)

３件
(＋３)

10件
(＋２)

その他
の火災

３件
(±０)

２件
(－２)

２件
(＋１)

７件
(－１)

合計 19件
(＋５)

13件
(－６)

11件
(＋３)

43件
(＋２)

住宅用火災警報器の設置で命を守る
　全国の火災での死者の７割は、住宅火災によるもの
です。住宅用火災警報器は、早期に火災を検知し、警
報音を鳴らします。逃げ遅れを防ぐため、必ず設置し、
万一のときに作動するよう定期的に点検してください。
点検は、本体から下がっているひもを引いたり、本体
のボタンを押したりして行います。正常な場合はメッ
セージや警報音が鳴ります。
　また、設置から10年を目安に取り替えましょう。
停電からの再通電による火災を防止
　台風などの風水害の影響で停電が発生した場合、停
電からの再通電時に電気機器や電気配線から火災が発
生するおそれがあります。停電中は電気機器のスイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。再通電時には、漏水などで電気機器や電気コード
の損傷がないか、燃えやすいものが近くにないかを確
認してから電気機器を使用してください。

富士山南東消防本部予防課　972-5802
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同時開催！
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市の魅力を発信する広報特派員を募集
申し込みは２/28㈮まで

駿東地区交通災害共済に加入しませんか
相互互助制度で交通災害の程度に応じて見舞金支給 WEBBB

WEBBB

　駿東地区交通災害共済は、交通災害に遭った際の災
害の程度に応じて見舞金が支給される制度です。

加入は年度ごと
市に住民登録がある人

共済期間／４月１日㈬〜令和３年３月31日㈬
　※途中加入の場合は、手続きの翌日〜
共済掛け金／１口500円　※１人２口まで

２月中旬ごろ各家庭に郵送される申込用紙に必要事
項を記入し、市指定金融機関でお申し込みください。

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）

見舞金（平成31年４月１日改定）

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日以上治療したとき ２万円 ４万円

※平成31年３月31日までに発生した事故に対する見
舞金は改定前の金額です。
危機管理課　995-1817

　来年度の広報特派員を募集します。カメラが好きな
人、裾野が好きでたくさんの人に魅力を発信したい人、
広報特派員として活動してみませんか。

取材して市の魅力を発信
　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で発信します。

掲載場所
　　　広報すその　　　　　市公式フェイスブック

カメラが好きな約10人を募集
任期／４月１日㈬〜令和３年３月31日㈬

市内に住んでいるか通勤・通学している15歳以上
の人で、デジタル一眼レフカメラをお持ちの人また
は常時使用できる状態（家族のカメラなど）の人
10人程度
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。
２月３日㈪〜28日㈮
戦略広報課　995-1802

　取材・写真撮影に行きたい日を
　戦略広報課に連絡・調整

▼
取材・写真撮影

▼
記事を作成し、写真と共に戦略広報課に提出

▼
戦略広報課が内容を確認し、
広報すそのや市公式SNSに掲載

https://www.
facebook.com/

city.susono

活動
の

流れ
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Information

おしらせ
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19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。
気象状況などによっては、試験
放送を急きょ中止することがあ
ります。
危機管理課　995-1817

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１日㈰
　９時30分〜15時30分

生涯学習センター
ダンスの発表、生け花の展示、
パンやお菓子、軽食の販売など
生涯学習センター　992-3800

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８日㈯　13時〜16時
生涯学習センター３階学習ホー

　ル
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

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。

３月26日㈭　10時〜13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
３月12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。

３月４日㈬　10時〜12時
東部健康福祉センター福祉課
（沼津市高島本町）
３月３日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
ヘルシーパーク裾野条例一部改正
　施設利用料の適正化を図るため、
ヘルシーパーク裾野条例の一部を
次のとおり改正します。

４月１日㈬〜
改正前●風呂またはバーデプール

の利用（１人３時間以内）／中
学生以上▶︎530円、３歳以上小
学生以下▶︎270円

　●風呂とバーデプールの利用
（１人３時間以内）／中学生以
上▶︎800円、３歳以上小学生以
下▶︎400円

改正後●風呂またはバーデプール
の利用（１人３時間以内）／中
学生以上▶︎700円、３歳以上小
学生以下▶︎350円

　●風呂とバーデプールの利用
（１人３時間以内）／中学生以
上▶︎1,100円、３歳以上小学生
以下▶︎550円
健康推進課　992-5711

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。

２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
東西公民館講座展示会
　東西公民館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。

２月15日㈯・16日㈰
　10時〜15時

東西公民館会議室
出展講座／ちょこっと楽がき絵手

紙、華道Ⅰ、華道Ⅱ、彫刻（鎌
倉彫）、書道A、書道B、トー
ルペイント
東西公民館　992-6677

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）

▶︎15,000円●中学生▶︎10,000円
　●所得が制限額を超えている人

の児童▶︎5,000円
支給日／２月10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

●当市に転入した人や子どもが
生まれた人は、転入・出生の手
続きと同時に児童手当の申請を
行ってください。●申請には、
はんこ、通帳、保険証、マイナ
ンバーカードなどが必要です。
子育て支援課　995-1841
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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 !!自宅にいながら手軽にカット !!

おしらせ
交通事故の補償問題で困ったら
　自動車事故の示談、損害賠償で
困っている人に弁護士が無料で和
解のあっせん、紛争解決を手伝い
ます。

交通事故紛争処理センター　
054-255-5528

裾野都市計画事業裾野市御宿土地
区画整理事業の施行地区及び設計
の概要を表示する図書の縦覧
縦覧期間／土地区画整理法第13

条第4項、第103条第4項または
第124条第3項の公告の日まで

縦覧時間／８時30分〜17時15分
　（縦覧期間中の㈪〜㈮） ※土・

日曜日、祝日、年末年始を除く
市役所３階企画政策課
企画政策課　995-1804

建設業退職金共済制度
　建設業退職金共済制度は、建設
現場労働者の福祉の増進と建設業
を営む中小企業の振興を目的とし
ています。
加入できる事業主／建設業を営む
　人
対象となる労働者／建設業の現場

で働く人
掛け金／310円（日額）

（独）勤労者退職金共済機構
　建設業退職金共済事業本部　

03-6731-2867

鈴木図書館 第51回書き初め展
鈴木図書館２階展示室
市内の小・中学校から選出され
た書き初め作品138点を展示し
ます。
２月９日㈰　９時〜17時

　※㈭・㈮は19時まで開館
鈴木図書館　992-2342

国保高齢受給者証交付会
　３月１日㈰から対象となる人に、
受給者証を交付します。

２月20日㈭
　10時20分〜11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25年２月２日〜３月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

公の施設の指定管理者の指定
　次の施設を一括して管理する指
定管理者を指定しました。
施設名／市民体育館、運動公園総

合体育施設・運動公園、須山テ
ニス・フットサル場

指定管理者／すそのシティ ス
ポーツパーク共同体（代表団体
▶︎サカタのタネ グリーンサー
ビス株式会社）
４月１日㈬〜令和７年３月31
日㈪
生涯学習課　992-6900

市地区計画（案）の縦覧
　御宿地区計画変更（案）の縦覧
を行います。

２月19日㈬〜３月４日㈬
　８時30分〜17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

市役所２階まちづくり課
意見の提出／意見のある人は、意

見書に必要事項を記入し、まち
づくり課へ提出してください。
※郵送可。最終日必着
都市計画案、意見書などは、市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
まちづくり課　995-1829

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人と
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
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お知らせ

弁護士による法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

３月23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
で対応する場合もあります。

戦略広報課　995-1802
自然環境等と再生可能エネルギー
発電事業との調和に関する条例の
制定
　市では、富士山などの美しい景
観や豊かな自然環境の保全、豊か
な地域社会の発展と地球温暖化対
策の推進に寄与することを目的と
した条例を１月15日㈬に制定し
ました。対象の事業を行う場合は、
市への届け出・同意が必要になり
ます。
対象となる再生可能エネルギー発
電事業／●太陽光●風力
届出対象規模／●施行区域の面積

2,000㎡以上●太陽光パネルの
面積1,000㎡以上●風力発電設
備の高さ10ｍ超え
詳細は市公式ウェブサイトをご
覧ください。
まちづくり課　995-1828
994-0272

プレミアム付商品券の有効期限
　本年度販売した裾野市プレミア
ム付商品券の有効期限は２月29
日㈯までです。有効期限を過ぎた
商品券は無効となるのでご注意く
ださい。

市プレミアム付商品券専用ダイ
ヤル　080-8696-9481

老人福祉センター定休日変更
　来年度から老人福祉センターの
定休日が変更になります。
３月31日㈫までの定休日／土曜

日、祝日、年末年始
４月１日㈬からの定休日／土・日

曜日、祝日、年末年始
社会福祉課　995-1819

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

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。

３月４日㈬　13時〜16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

教室・講座
認知症疾患医療センター
市民公開講座
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

２月15日㈯　13時30分〜15時
静岡医療センター外来管理棟４
階地域医療研修室（駿東郡清水
町長沢）
①共生と予防のお話

　②楽しく脳を活性化 認知機能
低下予防講座
①塩川幸子さん（静岡医療セン
ター認知症看護認定看護師）

　②多々良弘子さん（シナプソロ
ジーインストラクター）
静岡医療センター地域医療連携
室　939-5679
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Information

人口 51,552人
男性 26,206人　女性 25,346人

納付期限：３月２日㈪
固定資産税・都市計画税 第４期分
国民健康保険税 第８期分
介護保険料 第８期分
水道料金・下水道使用料 第６期分
後期高齢者医療保険料 第７期分

受付時間：8時30分～17時

１日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

２日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

８日㈯ 工管設
☎993-1603

９日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

11日㈫ ㈲富士設備
☎997-1507

15日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

16日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

22日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

23日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

24日㈪ ㈱駿東管工
☎992-5728

29日㈯ 山崎設備
☎997-6766

２月の税金・料金

２月の水道工事当番店

人口統計　１月１日現在

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　

教室・講座
日常で役立つ　アサーティブ
コミュニケーションセミナー

３月８日㈰
　13時30分〜15時30分

生涯学習センター２階学習室１
40人（先着順）
アサーションとは、自分も相手
も大切にしながら気持ちを率直
に、その場にふさわしく表現す
ることです。より良い夫婦関係
を築くための自己表現法として、
アサーションを学びます。
杉山知子さん（人材育成コンサ
ルタント）
電話またはファクス、メールで
氏名、住所、電話番号をお知ら
せください。
２月28日㈮
シビックプライド推進室

　995-1803
992-1546
susonon@city.susono.shizuo
ka.jp

募　集
絵本作家・真珠まりこ講演会

３月22日㈰
　13時30分〜15時

東西公民館会議室
40人
真珠まりこさんによる読み聞か
せ講演会を行います。
もったいないばあさんのおはな
し会
電話または鈴木図書館にある申
込用紙に必要事項を記入し、お
申し込みください。
２月22日㈯〜
鈴木図書館　992-2342

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
人の作品を募集します。

絵画、書、写真、手工芸、コン
ピューターグラフィック
所定の申込書に必要事項を記入
の上提出し、作品を３月27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。
２月25日㈫〜３月13日㈮

展示期間／４月８日㈬〜12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）
（一社）県労働者福祉協議会

　054-221-6241
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モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの
著者：ふくざわゆみこ　出版社：文溪堂

　森の配達屋さんのモモンガさんは、クリスマスが近いある日、
大きな角があるトナカイと出会います。森の動物たちの世界が、
クリスマス色に染まるとてもかわいい絵本で、心がほっこりする
お話です。

図書館利用者
本間 本間 楓楓

か ほか ほ
萌萌さん

（５歳・堰原）

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介

図図書書館館だだよよりり 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

３日㈪・10日㈪・17日㈪
25日㈫・27日㈭休館日

２月

行事予定
一般書
	 ●あたしたち、海へ
 著：井上荒野　新潮社

	 ●ほうじ茶のお菓子
	 　ほっと心がほどける40レシピ
 著：本間節子　主婦の友社
	 ●イオンを創った女の仕事学校
	 　小嶋鶴子の教え
 著：東海友和　プレジデント社
	 ●写真解説でわかるユニット折り紙
 著：色水風介　ブディック社

●信長、天を堕とす
 著：木下昌輝　幻冬舎

児童書
	 ●湊町の寅吉
  作：藤村沙希　絵：Minoru（みのる）
  学研プラス（ティーンズ文学館）

	 ●ほんとうの願いがかなうとき
  著：バーバラ・オコーナー　訳：中野怜奈　偕成社

	 ●せかいのくにでおめでとう！
  作・絵：野村たかあき　講談社（講談社の創作絵本）

	 ●なんと！ようひんてん
  作：石川基子　講談社（講談社の創作絵本）

	 ●たまたまたまご
  絵：北村裕花　文：内田麟太郎　文研出版（えほんのもり）

おはなし会
 １日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 ８日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分～ 本館２階視聴覚室

親子おはなし会
 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
 19日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 26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
 12日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 20日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 28日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

科学遊び教室
 29日㈯ 13時30分～15時30分 東西公民館

書初め展
 ９日㈰まで 本館２階展示室

新刊紹介
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救急協力医 February２月
診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈯ 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

2 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

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

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

3 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

4 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

5 ㈬ おおい神経内科 922-8886 北高島町 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

7 ㈮ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

8 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

9 ㈰

いずみ内科クリニック 993-4760 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川

大沢医院 931-1019 御幸町 よざ小児科医院 967-5722 原

森医院 966-2017 石川 白石医院 951-4593 市道町

10 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

11 ㈫

おぐち医院 992-6611 深良 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

岩渕内科医院 951-4579 添地町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

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

12 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈭ 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

14 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

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

16 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

今井医院 921-3211 五月町 東医院 921-5520 高沢町

17 ㈪ 杉山医院 972-3223 伏見 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

18 ㈫ 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 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

19 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 えがわ医院 921-5148 高島本町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科
20 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

21 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 萩野クリニック 966-7111 根古屋 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 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

23 ㈰

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

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

かとう内科医院 946-5562 大岡 大沢ハートクリニック 929-1313 若葉町

24 ㈪

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

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 遠藤クリニック 975-8801 久米田

25 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

27 ㈭ 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

28 ㈮ 境医院 975-8021 竹原 守重医院 931-2511 我入道
江川 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

29 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

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 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

聖隷沼津病院
952-1000 松下

岩端医院
962-1368 大手町

しおみ歯科医院
992-0202 平松

9 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

木村眼科
967-4611 原

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ベルの木歯科
992-7777 深良

11 ㈫ 三島中央病院
971-4133 緑町

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

服部歯科医院
992-0011 佐野

16 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

本多眼科医院
931-1519 御幸町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

さなだ歯科医院
997-2100 御宿

23 ㈰ 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

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

24 ㈪ 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

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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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。

消費生活センター　995-1854

消費者相談室
スマートフォンで、ダイエットサプリメ
ントがお試し価格で購入できるという広

告を見て申し込んだ。翌月も商品が届いたので
連絡したら「３回の定期購入が条件と画面に書
いてある」と言われた。申し込み時には気付か
なかった。

ホームページ上の広告を見て、健康食品
や化粧品を格安で購入できると思ったが、

定期購入が条件だったという相談が急増してい
ます。定期購入のため、途中で解約ができな
かったり、解約したいと思い連絡しても電話が
つながらなかったりするケースがあります。
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）はありません。注
文する前に、定期購入が条件になってないか、
中途解約や返品できるかなど契約内容をしっか
り確認してください。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。

A

Q
若者に多い消費者トラブル

　未成年者が親の同意なく行った契約は、原則取り
消すことができます。成人になると、自分の意志で
契約できるため、このような保護はなくなります。
社会経験の乏しい若者を狙う業者もいるので、注意
が必要です。
　消費者トラブルに遭わないために、契約に関する
知識を身に付け、本当に必要かよく考えてから契約
しましょう。

若者に多いトラブルの例
❶友人や先輩にもうけ話を勧誘され、借金して契約

したがもうからない。
❷体験でエステに行き、断りきれずに高額な契約を

してしまった。
❸大手通販会社をかたる事業

者から、身に覚えのない請
求がきた。

★乳幼児健康相談
　 10日㈪・17日㈪　９時〜10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 17日㈪　13時〜15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 21日㈮　18時30分〜20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 17日㈪　13時〜15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ３日㈪　13時〜15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 28日㈮　13時〜15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 10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
★寄り道試食会
　 25日㈫　10時〜11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 12日㈬　９時30分〜11時
　 令和元年８月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 18日㈫　13時〜
　 平成30年７月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 13日㈭　13時30分〜15時
　 平成29年８月生まれの人
★３歳児健康診査
　 20日㈭　13時〜
　 平成29年１月生まれの人
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susonobito No.12

 　３月19日㈭に開幕する第92回選抜高等学校野球大
会に念願の初出場を決めた加藤学園高校野球部。一塁
手の勝又さんは、チームの主将として大会に臨みます。
現在の部員はマネージャーを含め37人。授業終了後
16時30分から20時30分までほぼ毎日、共に練習に励
んでいます。地元・県内出身の部員が多く、裾野出身
の仲間もいます。「選抜校が発表されるまでの方がド
キドキしていました。出場が
決定したときは正直ほっとし
ましたが、これで闘志に火が
つきました」という勝又さん。
当日だけでも50人以上の友
人、知人からお祝いや応援の
メッセージをもらい、嬉し
かったそうです。
　「強豪校と対戦し、まだまだ彼らと渡り合うだけの
体ができていないことを痛感しました。毎日良く食べ
鍛えた結果、この冬で７㎏ほど体重が増え、体格も良
くなりました」と自身の成長を振り返ります。
　主戦の肥

こいぬま
沼竣投手を中心にしたテンポの良い守りと、

機動力を絡め、好機を逃さない攻撃がチームの特長。
「『一戦必勝』をチームの目標に掲げ、一丸となって
全力で戦います。甲子園で勝って
校歌を歌いたいです。応援し、支
えてくれた皆さんに恩返しができ
るよう頑張ります」と力強く語っ
てくれました。

加藤学園高等学校野球部 主将
勝又 友則さん（17歳・公文名一）

「一戦必勝」を掲げ春の甲子園に臨む

　２月３日㈪は節分。市内の保育
園や幼稚園などで豆まきが行われ
ました。東保育園、いずみ幼稚園、
さくら保育園には、東地区青少年
育成連絡会が連れてきた3人の鬼
が登場。児童は「鬼は外～！」と
大きな声をかけながら豆をまいて
いました。

保育園や幼稚園で鬼退治

表紙　Front cover
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  3 特集　教室・講座の受講生募集

  6 トピックス

12 インフォメーション

国民年金保険料納付を忘れずに／富
士山南東消防本部令和元年火災・救
急・救助統計／休日窓口開庁／下水
道供用開始区域拡大／無線放送戸別
受信機の貸与／中小企業支援事業リ
ニューアル
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令和２年度 教室・講座の受講生募集
　４月以降に開講する教室や講座の受講生を募集します。
　健康づくりや教養などの多彩な講座を通して、いきいきした日々を送りま
しょう。教室・講座の申し込み方法や詳しい内容などは、各施設にお問い合わ
せください。

対象／市内に住んでいるか通勤・通学している人
教室名 とき ところ 対象 定員 内容 申込期間 費用

スポーツ教室
西会場

４月17日～　㈮
19:00～21:00

月１～３ 回
西小体育館 中学生以上 20人 レクリエーション

スポーツ

４月２日㈭
9:00～

（先着順）

中学生
以下

800円

高校生
以上

1,850円

65歳
以上

1,200円

※別途
手数料
10円

東地区エンジョイ
スポーツ教室

４月18日～　㈯
13:30～15:30

月１～２回
東小体育館
グラウンド

小学生以上
（小学生は保護

者同伴）
30人

ニュースポーツ
各種

ウォーキング

深良地区エンジョイ
スポーツ教室

５月９日～　㈯
13:30～15:30

月１回
５月20日～　㈬
19:00～21:00

月１回

深良小体育館 小学生以上 20人 ストレッチ
リズム体操

富岡地区軽スポーツ・
レクリエーションダンス

４月25日～　㈯
13:00～15:00

月２回
富一小体育館 小学生以上 20人

ペタボード、
レクリエーション

ダンスなど
ファミリー

バドミントン教室
須山会場

４月17日～　㈮
19:00～21:00

月１～３回
須山中体育館

小学生以上
(小学３年生まで
は保護者同伴)

30人 ファミリー
バドミントン

市民スポーツ教室 生涯学習課　992-6900
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スポーツ少年団
　スポーツ少年団は、子どもたちが自主的にメン
バーとして参加し、「自由時間に、地域社会でス
ポーツを中心としたグループ活動を行う団体」です。
申込期間／随時

市スポーツ協会　993-8484
●裾野柔道　●裾野剣道　●裾野東サッカー
●裾野西サッカー　●富岡JSC（サッカー）
●深良（陸上・一輪車）　●裾野空手
●須山野球　●裾野イーグルス（野球）
●深良ガッツ（野球）　●裾野市少林寺拳法
●裾野ラグビー
●ベストファイターズ（ミニバスケットボール）
●裾野ブレイク（ミニバスケットボール）

生涯学習センター 教養講座
　主に初心者向けの講座です。
対象／原則として全回出席できる人　※応募者多数で

抽選となった場合、市内に住んでいるか通勤・通学
している人が優先になります。

申込期間／３月26日㈭～４月26日㈰
生涯学習センター　992-3800

●誰でもできるトータルエクササイズ　●エアロビク
ス　●ピラティス　●ズンバゴールド　●KIDS 
DANCE　●着付け　●筆ペン　●お菓子作り　●パ
ン作り　●裾野の歴史　●健康麻雀　●ホリスティッ
クアロマセラピー　●笑って笑って脳リフレッシュ

市民による市民のための講座
ゆうあいクラブ
　さまざまな分野で「技」をお持ちの皆さんによる
25講座です。気軽に教え、学び合う学習の場です。
詳しくは、生涯学習センターへお問い合わせください。

生涯学習センター　992-3800
●健康７講座 (健康体操、ヨガ、太極拳など)
●ダンス２講座(ズンバインストラクター講座など)
●教養５講座(お片付け、マジック、己書など)
●手工芸４講座(フェイクスイーツ、トールペイント

など)
●音楽１講座(二胡入門)
●伝統文化３講座(いけばな、帯結びなど)
●料理講座３講座(お菓子、料理など)
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申込期間／随時
講座名 とき 対象 内容

俳句会 第１㈰　13:00～

16歳以上

四季の生活、風物を俳句に詠みます。

短歌会 第２㈰　13:00～ 自然の情景、生活、心の感動を短歌に詠みます。

古文書を読む会 第２㈮　13:30～ 古文書を読むとともに歴史を学びます。

茶道教室Ⅰ（裏千家） 第１㈭　13:00～ 和敬清寂の精神を探求します。

茶道教室Ⅱ（裏千家） 第１㈮　19:00～ 和敬清寂の精神を探求します。

美術教室 第２㈯　10:00～ 水彩画、油彩画などの画法を学びます。

　主に初心者向けの講座です。
対象／市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全回出席できる人
申し込み／受講料を添えて東西公民館へ申し込み
申込期間／３月21日㈯９時～４月12日㈰17時（休館日を除く）

講座名 とき 対象 定員 内容 費用 その他費用

ちょこっと
楽がき

第４㈭
13:30～全９回 一般 20人 絵手紙など気軽に楽しみな

がら絵を描きます。 1,800円
必要に応じて顔
彩、絵手紙用筆

などの費用

英語遊び 第１㈯
13:30～全９回

小学
１～３年生 30人 ゲームをしながら英語に親

しみます。 900円  ー

華道Ⅰ（昼） 第４㈮
13:30～全12回 一般 20人

生花、現代華の生け花の技
術を習得します。

2,400円 花代1,000円
／1回

華道Ⅱ（夜） 第４㈮
19:30～全12回 一般 20人 2,400円 花代1,000円

／1回

トールペイント 第２㈫
９時30～全９回 一般 20人 木工製品にペイントし、作

品を作ります。 1,800円 材料費2,000円
～3,000円

彫刻（鎌倉彫） 第２㈯
9:30～全９回 一般 24人 彫刻を学び作品を作ります。 1,800円

練習板950円～、
塗代～10,000円、
彫刻刀4,200円

書道A 第２㈭
9:30～全９回 一般 24人

かな文字、楷書、草書の技
術を習得します。

1,800円
年間教材費

7,200円（半期
払）、半紙代

書道B 第３㈭
9:30～全９回 一般 24人 1,800円

年間教材費
7,200円（半期
払）、半紙代

英会話　初級 5月～11月　㈬
19:30～全20回 一般 20人

海外旅行や交流イベントな
どで使える簡単な英語の表
現を身に着けます。

4,000円 ー

ビーズクラフト 第４㈯
9:30～全９回 一般 24人 ビーズを使ってアクセサ

リーなどを作ります。 1,800円 材料費1,000円
程度／1回

あすなろ囲碁 ㈯（月２回）
10:00～全20回 ５歳以上 30人 子どもから大人まで囲碁を

楽しみます。

高校生以下
2,000円

大人4,000円
ー

鈴木図書館講座

東西公民館講座

鈴木図書館　992-2342

東西公民館　992-6677
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国民年金保険料の納付を忘れずに
納付が難しい場合は免除などの申請をしてください WEBBB

保険料
　令和２年度の国民年金保険料は月々16,540円です。
納付期限である翌月末までに納めてください。
保険料の納付
納付書で納付
　日本年金機構から送られる納付書を使って、金融機
関、コンビニなどで納めてください。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。
口座振替・クレジットカードで納付
　希望する人は、年金事務所または市役所で手続きが
必要となります。
保険料の納付が困難なとき
　保険料を納めるのが難しい場合、下記の通り保険料
の免除や納付猶予の申請ができます。
①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歳未満の人で、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、失業など一定の理由がある人が対
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月までの期間で申請ができ
ます。

②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歳未満の人で本人・配偶者それぞれの前年
の所得が一定額以下の人が対象です。

③学生納付特例
　学生の人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、学校を
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。

申請方法
①②の申請をする人
　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。
③を初めて申請する人
　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。
③を申請する２年目以降の人
　令和２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。
※①②③いずれの申請も、申請期間に対応する前年所

得に基づき、審査を行います。申請が遅くなると、
障害年金などを受け取れない場合がありますのでご
注意ください。

免除・納付猶予・学生納付特例期間の保険料は後から
納付が可能

　各制度で承認された免除・納付猶予・学生納付特例
期間の保険料は、後から納めることができます（追
納）。追納した月数に応じて、将来の受給額が増額さ
れます。
追納期間／10年以内
申請／国保年金課または年金事務所で行ってください。

国保年金課
　995-1813
　沼津年金事務所
　921-2201

　国民年金は、国が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人は、この年金制度に加入することが義
務付けられています。自営業・無職・学生などの人は、国民年金に加入し、保険料
を納めなければなりません。所得が少ないときや失業などで保険料を納付すること
が難しい場合、保険料の免除や納付猶予を申請することができます。免除申請日か
ら遡って２年１カ月前の月分まで申請できます。手続きに必要な持ち物などについ
ては、国保年金課または年金事務所へお問い合わせください。

納付
書

年金事務所
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富士山南東消防本部 令和元年火災・救急・救助統計
市内では救急・救助は減少、火災は増加

管内件数
（　）内は前年比

全体 裾野消防署
火災 43件（+２） 19件（+５）
救急 8,546件（−280） 2,104件（−53）
救助 97件（+12） 27件（−１）

　令和元年中に出動した火災・救急・救助統計を公表します。管内で発生し
た火災の半数以上は建物火災です。火の取り扱いには十分注意してください。

富士山南東消防本部総務課
　972-5801

●事故種別出動件数
急　　病 1,212件（−21）
一般負傷 318件（−３）
交　　通 119件（−28）
そ の 他 455件（−１）

●搬送人員　1,928人(-50)
死　亡 26人（−６）
重　症 214人（−５）
中等症 938人（+９）
軽　症 750人（−48）

●搬送者内訳
新生児※ １人（±０）
乳幼児※ 100人（−19）
少　年※ 98人（+６）
成　人※ 654人（−１）
高齢者※ 1,075人（−36）

裾野市の火災統計
●火災種別件数

建物火災 ８件（+２）
林野火災 １件（+１）
車両火災 ７件（+２）

その他の火災 ３件（±０）

裾野消防署伊豆島田分署

　新たな消防庁舎の建設を進めています。裾野市
と三島市、長泉町の消防広域化に伴う消防力の適
正配置を図ります。また、市町住民の皆さんに等
しく消防・救急サービスを提供し、地域間格差を
是正します。

　この消防庁舎は、富士山南東消防組合管内のほぼ中央
（伊豆島田地先）に位置しています。重要な拠点施設の
１つとして、消防自動車と救急車を配備し、４月の運用
開始を予定しています。

伊豆島田北

新消防庁舎の
建設地

ドミノ・ピザ裾野
伊豆島田店

三菱
アルミニウム

21

エスポット
裾野店
エスポット
裾野店

裾野市の救急統計

※新生児　生後28日以内
　乳幼児　生後29日以上７歳未満
　少　年　満７歳以上満18歳未満
　成　人　満18歳以上満65歳未満
　高齢者　満65歳以上

火の取り扱いに
は十分注意して
ください。

建設中の伊豆島田分署建設中の伊豆島田分署
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　３月31日㈫から、桃園・佐野・富沢・岩波の一部
で、公共下水道を使用できるようになります。

下水道への接続工事は６カ月以内に
　新たに公共下水道が使用できるようになると、市で
供用開始の公示をします。公共下水道を使用できる区
域に該当する人は、使用開始の日（３月31日）から
６カ月以内に、市が指定した排水設備指定工事店に依
頼し、排水設備接続工事を行ってください。市指定の
排水設備指定工事店は、市公式ウェブサイトをご覧に
なるか、上下水道工務課へお問い合わせください。

上下水道工務課　995-1835
下水道使用料は水道使用料に応じる
　下水道の使用料がかかるのは、排水設備工事が完了
し、実際に下水道の使用を開始してからです。使用し
た水道の量を汚水の量として、公共下水道の使用料を
決めます。

上下水道経営課　995-1836

休日窓口開庁
春の異動シーズンに合わせて実施 WEBBB

下水道供用開始区域拡大
３/31㈫から桃園・佐野・富沢・岩波の一部で WEBBB

　市民課、国保年金課、保育課、学校教育課、子育て
支援課では、春の異動時期に合わせて、休日の窓口事
務を行います。

３月28日㈯・29日㈰　８時30分～12時
他の官公庁などに確認が必要な事務は、原則として
取り扱いできません。各支所では行いません。

市民課
☎︎995-1812

●転入、転出、転居などの住民異動事務
●戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明書などの発行、印鑑登録、旅券の交付
　※旅券の申請は取り扱いできません。
●マイナンバーカード交付事務

国保年金課
国保係
☎︎995-1814
年金後期高齢者医療係
☎︎995-1813

●国民健康保険の加入、脱退の事務　※健康保険などの加入・脱退連絡票がない場合は取
り扱いできません。

●国民年金の手帳再交付申請（１号被保険者のみ）、取得届、喪失届、免除、納付猶予、
学生納付特例の受け付けなどの事務　※健康保険などの加入･脱退連絡票のない取得届･喪
失届、裁定請求、未支給請求、高齢任意加入事務など、年金事務所に照会を要する事務は
取り扱いできません。

●後期高齢者医療保険の原則として全ての事務　※保険証などは後日郵送します。

保育課
☎︎995-1822

●市立幼稚園児の転入、転出に係る事務
●保育園児の入園、退園、転園に係る事務

学校教育課
☎︎995-1838 ●小･中学生の転入、転出に係る事務

子育て支援課
☎︎995-1841

●児童手当の申請と消滅などに係る事務
●乳幼児、こども医療費に係る事務

西中学校西中学校

東
名
高
速
道
路

東
名
高
速
道
路

西小学校西小学校

東小学校東小学校市役所市役所

警察署警察署

南小学校南小学校

市民体育館市民体育館
郵便局郵便局

裾野駅裾野駅

394

246

石脇～伊豆島田 凡例
今回供用開始区域
既供用開始区域

246

岩
波
駅

岩
波
駅

郵便局郵便局

岩波
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中小企業支援事業をリニューアル
裾野市中小企業連携相談事業　Suso-biz（スソビズ）での支援体制は終了 WEBBB

　令和２年度から、下記の取り組みを通して中小企業
や創業希望者の支援事業を実施します。

Suso-biz（スソビズ）体制の終了
　平成28年度から裾野市中小企業相談事業として実
施してきたSuso-biz（スソビズ）としての支援体制
は、南富士山産業連携研究会　FCRUM（フクラム）
の設立や創業支援等相談のリニューアルに伴い終了と
なります。ご利用ありがとうございました。
相談窓口の設置と関連団体との連携強化
　市産業振興課と、創業支援等事業計画の認定連携事
業者として認定されている一般社団法人南富士シティ
を、創業支援・中小企業支援相談の一次窓口とします。
一本化された窓口では、市商工会や各種専門の団体と
連携して支援します。

南富士山産業連携研究会　FCRUM（フクラム）
　フクラムは、産、官、学、金などのさまざまな産業
の連携の場として設立した研究会です。産業連携（物
販・販路拡大、事業連携などの促進）を推進する場と
して活用できます。今後は定期的な開催を予定してい
ます。

▲FCRUMキックオフイベント（２月12日）
産業振興課　995-1857

　いわなみキッチン（（一社）南富士山シティ）
　939-5800

岩波249-1

　市では、東富士演習場の演習通報や市からのお知ら
せ、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
貸し出しています。
災害発生時に備え、
受信機を借りていな
い世帯主は貸与を受
けてください。

放送内容
時間 内容
6:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ
9:00 時報

12:00 時報
17:00 時報
19:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ

緊急時 火災の発生、災害への注意、警報の
発令、行方不明者のおたずねなど

世帯主に無償で貸し出し
　市に住民登録されている世帯主に、無償で１台貸し
出しています。戦略広報課にはんこをお持ちになり手
続きを行ってください。
転出・転居する場合は
　市外に引っ越すときは、建物内に置いたままにせず
に、戦略広報課または各支所へ返却してください。建
物の建て替え時に処分してしまわないよう注意してく
ださい。同地区内に転居する場合は戦略広報課で住所
変更の手続きを行ってください。
故障かなと思ったら
　雑音がしたり、放送が入らないときがあったりする
場合は、電波の状況が悪くなった可能性があります。
次のことを試し、放送を聞いてみて、状況が変わらな
ければ受信機を戦略広報課へお持ちください。
●アンテナを真上または真下に立てる
●コンセントを挿す場所を変え、置き場所を変える

戦略広報課　995-1802

無線放送戸別受信機の貸与
演習通報や市からのお知らせを放送 WEBBB
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Photograph

　剣道スポーツ少年団級別大会が市民体育館で開催さ
れました。少年団に加入している25人が出場。無級
の部から3～6級の部までは、2人ずつ正面打ちや小手
打ち、小手・面打ちなどを順に行い、判定されました。
１・２級の部は、2分間の3本勝負。「えい！」
「やー！」「メーン！」と大きな声が体育館に響き渡
り、迫力ある戦いが繰り広げられました。

　北京オリンピックの４×100mリレー銀メダリスト
の髙平慎士さんが、運動公園陸上競技場で陸上教室を
行いました。市内外の中学生と高校生約100人が参加。
参加者は、トレーニングをゲーム感覚で楽しみながら
も真剣に取り組んでいました。髙平さんは「自分自身
を理解し、考えながら練習すると次の練習に生かせま
す」とアドバイスしました。　　特派員：權田 孝一

　すそのロケフェスタ2020が市役所で行われました。
映画やドラマのロケ支援「フィルムコミッション」事
業を市民に知ってもらう催しで、芸能事務所社長の木
谷真規さんが映画の作られる過程やプロデューサーの
役割を解説。交流会では、市民エキストラによる体験
談発表や映画『キングダム』裾野ロケでも提供された
ケータリングの試食も行われました。

　谷口浩美さんの特別講演会が市民文化センターで開
催されました。バルセロナオリンピック男子マラソン
で途中転倒するも８位に入賞するなど活躍した谷口さ
ん。自らの陸上人生を振り返りながら「練習、睡眠、
食事など、当たり前のことをいかに当たり前にできる
かで勝負は決まります」と講演しました。講演後は、
参加者からの質問に丁寧に応じてくれました。

こけたって、立ち上がれ （１月17日）

フィルムコミッションの魅力を知る（１月25日）

掛け声響き、熱戦繰り広げる （２月２日）

メダリストから走り方を学ぶ （２月２日）
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フォトグラフ

　英語スピーチコンテスト・日本語スピーチが生涯学
習センターで開催され、市内中学生15人と外国人５
人がそれぞれの思いをスピーチしました。中学生は手
振りを交え、部活動で頑張っていることや将来の夢を
流ちょうな英語で、外国人は日本での生活などについ
て丁寧な日本語で発表しました。コンテストの最優秀
賞は、西中学校２年の剛力茉央さんが受賞しました。

　災害時における学習活動に関する支援協定を駿沼学
校生活協同組合と締結しました。この協定に基づき、
大規模災害発生時には、学用品や衛生管理用品、体育
衣料などが無償で提供されます。心のケアとして演奏
会などを催すことにも応じてくれます。市長は「災害
時に学習面と共に心のケアまで支援していただけるの
は、大変ありがたく思います」と述べました。

　株式会社カーテックフジ、トヨタ部品静岡共販株式会
社、静岡トヨペット株式会社の代表が市役所を訪れ、踏
み間違い加速抑制システム１台を市に寄付しました。こ
のシステムは、自動車に外付けで装着するもの。ブレー
キとアクセルを踏み間違えたときなどに加速を抑制しま
す。今後、公用車にモデルとして取り付け、高齢者運転
による事故の抑止施策のＰＲなどに活用します。

　環境学習フェスティバル「竹炭電池づくり」が南児
童館で行われました。小学生21人が、高温で焼いた
竹炭と缶から切り出したアルミ板を電極に使い、リサ
イクル電池を作りました。最初は本当に電球が光るの
かと半信半疑でしたが、竹炭を入れた容器に塩水を注
いでみると、電球が赤く光り、驚きと達成感の笑みを
浮かべて喜んでいました。 特派員：中村 隆司

踏み間違い加速抑制システムを寄付（２月５日）

竹の炭で電池ができるか （２月９日）

それぞれの思いを堂々と発表 （２月８日）

被災時の学習支援で協力 （２月13日）
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Information

おしらせ
男性介護者交流会

３月14日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階会議室
男性介護者
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
年金相談
　年金事務所の派遣職員が、諸届
け出の受け付けや手続きの相談に
応じます。

４月23日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
４月９日㈭

国保年金課　995-1813
し尿くみ取り料金据え置き
　市内でのし尿のくみ取り料金は、
３年ごとに見直しをしています。
市衛生処理料金審議会の答申を受
け、４月から令和５年３月までの
料金は据え置かれます。
料金／１ゲージ18ℓあたり269.5

円（税抜き245円）
生活環境課　995-1816
国保高齢受給者証交付会
　４月１日㈬から対象となる人に、
受給者証を交付します。

３月26日㈭　10時20分～11時
30分
昭和25年３月２日～４月１日
に生まれた人
保険証、筆記用具など
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご相談ください。
国保年金課　995-1814

3/22㈰　栄橋が開通
　石脇・千福地区で進めている県
道富士裾野線の栄橋架け替え工事
が完了し、３月22日㈰に開通し
ます。本事業は黄瀬川の洪水被害
の防止と栄橋の地震対策・老朽化
対策のため、現在の栄橋を約150
ｍ下流に架け替えて黄瀬川を広げ
るものです。開通後は現在の栄橋
は通行止めとなります。来年度か
らは、橋の撤去と黄瀬川の拡幅工
事を行う予定です。

開通する道路

東
名
高
速

千福

深良

久根

24 246東
名
高
速

24 246

沼津土木事務所工事第１課
　920-2215
防衛省採用試験
自衛官候補生採用試験

３月７日㈯・25日㈬
18歳以上33歳未満の人
随時受け付けしています。

予備自衛官補採用試験
４月18日㈯～22日㈬

　※いずれか1日
一般公募▶18歳以上34歳未満
の人

　技能公募▶18歳以上で国家免
許資格などを有する人　※保有
する資格によって年齢制限あり
４月10日㈮

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

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・中学校新１年生に就学する際
に祝金を支給します。

子育て支援課、各支所、社会福
祉協議会で配布する申請書に必
要事項を記入し、期間内に提出
してください。
３月16日㈪～４月10日㈮
子育て支援課　995-1841

　社会福祉協議会　992-5750
学校開放調整会議
　５月から６月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。

地区 とき ところ
須山 ４月７日㈫ 須山コミセン
東 ４月８日㈬

生涯学習セン
ター

富岡 ４月９日㈭
深良 ４月10日㈮
西 4月15日㈬

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900
住所変更の手続きをインターネッ
トで仮申請
　転居や転入、転出の住所変更の
手続きに来る前に仮申請できます。
市民課または各支所での手続きす
る３営業日前までに仮申請すると、
手続き当日の待ち時間を短縮でき
ます。
　仮申請は、スマートフォンまた
はパソコンで、市公式
ウェブサイトから行っ
てください。

住所変更の手続きは仮申請だけ
では完了しませんので、仮申請
後は必ず市民課または各支所へ
お越しください。
市民課　995-1812
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お知らせ

自衛隊一般幹部候補生採用試験
５月９日㈯・10日㈰
①大卒程度試験（一般要員、飛
行要員）▶20歳以上26歳未満
の人（22歳未満は大卒見込み
を含む）②院卒者試験▶20歳
以上28歳未満の人（修士課程
修了者など）
５月１日㈮
入隊後約１年で３等陸・海・空
尉（院卒試験合格者は２等陸・
海・空尉）になります。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
裾野都市計画変更（原案）説明会
　大規模な工場の移転に伴い発生
する工場跡地で、未来型都市の実
証実験を行う研究開発拠点として
の土地利用誘導を図るため、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。

①３月25日㈬　19時～
　②３月28日㈯　13時～

市役所４階401会議室
都市計画用途地域の変更、都市
計画特別用途地区の決定、都市
計画地区計画の決定
まちづくり課　995-1829
歴史講演会

３月29日㈰　13時30分～15時
葛山地区集会所（仙年寺下）

裾野３城（葛山城・千福城・大
畑城）と北条・武田の抗争
望月保宏さん（県立裾野高等学校
校長・静岡県古城研究会会長）
葛山城址保存会事務局

　997-1035
市立小・中学校の給食費改定
　令和２年４月から、市立小・中
学校の学校給食費が改定されます。

現行 改定後

小学校
月額 4,400円 4,900円
１食

当たり 268.88円 299.44円

中学校
月額 5,300円 5,900円
１食

当たり 323.88円 360.55円

学校給食センター　992-6868
市民無料相談

３月23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。

　●弁護士相談▶各種法律の相談。
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

マイナンバーカードの申請補助
　マイナンバーカードの交付申請
は、郵便やスマートフォン、パソ
コンなどで行うことができます。
市民課では、顔写真の撮影を行う
など申請の補助を行っています。
希望する人は、市民課へお越しく
ださい。

平日８時30分～17時15分
　※水曜日は19時まで

市役所１階市民課
交付申請時に補助を希望する人
通知カード、本人確認のできる
身分証明書、自身で撮影できる
人は最近６カ月以内に撮った顔
写真（縦4.5cm×横3.5cm）
市民課　995-1812
４月から敬老祝品の温泉施設利用
券の利用先変更
　御殿場市温泉会館が老朽化など
のため３月31日㈫で休館するこ
とに伴い、77歳・88歳の敬老祝
品として配布した温泉施設利用券
の御殿場市の利用先が下記の通り
変更となります。
●３月31日㈫まで▶御殿場市温泉

会館（御殿場市深沢）
●４月１日㈬から▶御胎内温泉健

康センター（御殿場市印野）
社会福祉課　995-1819
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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 !!自宅にいながら手軽にカット !!

おしらせ
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

４月１日㈬～30日㈭　８時30
分～17時15分　※土・日曜日、
祝日を除く
市役所1階税務課資産税係
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
任状を持つ人④相続人
●土地価格等縦覧帳簿（所在、
地番、地目、地積、価格）の縦
覧●家屋価格等縦覧帳簿（所在、
家屋番号、種類、構造、床面積、
価格）　※自分の所有する資産
と同じ種類のものに限る（例：
宅地と宅地）
①～④運転免許証などの身分証
明書③法人の場合は、社印のあ
る委任状④相続が分かる除籍の
謄本など
税務課　995-1809
固定資産課税台帳の閲覧
　令和２年度の課税内容を確認で
きます。

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
市役所１階税務課資産税係
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
者からの委任状を持つ人④相続

人⑤借地人・借家人（対価を支
払っている人に限る）
自己所有または借地・借家の固
定資産の課税台帳の閲覧
１回300円　※①～④の人は４
月１日㈬～30日㈭は無料
①～⑤運転免許証などの身分証
明書③法人の場合は社印のある
委任状④相続が分かる除籍の謄
本など⑤賃貸契約書または対価
の領収書
税務課　995-1809
児童手当の請求
　受給者や児童が住所変更や退職
により公務員で亡くなった場合は、
発生日の翌日から数えて15日以
内に手続きが必要となります。手
続きされなかった場合は、手当て
をもらえない期間が発生しますの
で、子育て支援課窓口で児童手当
の手続きをお願いします。

子育て支援課　995-1841
歓送迎会ではおいしく残さず食べ
切ろう（3010運動）
　市は、３～４月の歓送迎会シー
ズンに合わせ、宴会での食べ切り
を呼びかけるキャンペーンを展開
します。開始30分、終了10分は
席を立たずにしっかり食べる「食
べ切りタイム」です。食べ物を無
駄にせず食品ロスを減らすために、
一人一人ができることから始めま
しょう。

生活環境課　995-1816
裾野赤十字病院でカード支払いが
できるようになります
　裾野赤十字病院では、会計窓口
での利便向上のため、３月２日㈪
から、カードでの支払いができる
ようになります。

裾野赤十字病院　992-0008
こども医療費助成制度
　小学１年生から高校３年生（そ
の相当年齢）までの子どもの医療
費を助成します。
助成対象／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／医療機関窓口で「こど

も医療費受給者証」と保険証を
提示してください。

自己負担金／通院のみ１回500円
（月２回まで）　※入院・薬局
は自己負担がありません。
●県外医療機関では受給者証が
使用できません。県外で受診し
たときは、子育て支援課窓口で
払い戻しの手続きが必要です。

　●４月から小学１年生になる子
どもへ３月下旬に新たな受給者
証を郵送します。３月31日㈫
までは現在の乳幼児医療費受給
者証を使用し、４月以降は新た
な受給者証を使用してください。
子育て支援課　995-1841
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お知らせ

susonoさくらマルシェ・
ミュージックワークス
　桜が咲く時期に楽しむ、音楽と
笑顔がいっぱいのマルシェです。
親子で楽しむクラシックコンサー
トも同時開催します。

３月28日㈯　10時～15時
市民文化センター
コンサートは有料です。
市民文化センター　993-9300
はかりの定期検査
　取引や証明に計量器を使用して
いる場合、計量法の規定で定期検
査を受ける必要があります。対象
者には、計量協会から検査日の約
１週間前までに「計量器定期検査
通知書（はがき）」が届きます。
必ず受検してください。
検査日程

検査日 時間 会場
４月６日㈪ 11時～16時

市役所
駐車場

４月７日㈫ 10時～16時
４月８日㈬ 10時～16時
４月９日㈭ 10時～12時

商店や学校などで取引に使うは
かり、学校や病院などで健康診
断書の作成のために使うはかり、
薬局などで薬剤調合用に使うは
かり、荷物運送業などで荷物の
料金を決めるために使うはかり
など
計量器、計量器検査通知書（は
がき）、検査手数料（通知書に

記載の額）
産業振興課　995-1857

教室・講座
手話講座
　手話奉仕者養成講座として令和
２年度に入門編、令和３年度に基
礎編の講座を行います。

５月19日～９月29日までの毎
週㈫19時～21時、および８月
30日㈰10時～16時　※８月11
日㈫・９月22日㈫は除く
市役所地下会議室他
市内に住んでいるか通勤してい
る18歳以上の人
20人　※申込者多数の場合は
抽選
3,300円（入門編・基礎DVD
付きテキスト代）
３月16日㈪～４月20日㈪
スケジュールなどは別途通知し
ます。

障がい福祉課　995-1820
外国人材活用セミナー

３月11日㈬　14時～16時
生涯学習センター学習室２
外国人材の活用を考えている事
業所の担当者
30人（先着順）
①外国人雇用の現状と基本的な
ルール、注意点など②参加者同
士による情報交換会
外国人材と働くための基礎講

座・情報交換会
生
いくしま

嶋仁さん（SIBA無料職業紹
介事業担当、シニアコーディ
ネーター）
参加申込書を県国際経済振興会
（SIBA）にファクスで送付す
るかSIBAホームページからお
申し込みください。
３月９日㈪
県国際経済振興会（SIBA）
054-254-5161
054-251-1918

募　集
暮らしのガイドブック掲載広告
　市役所での各種手続きや地域情
報を掲載する「暮らしのガイド
ブック2020」を、民間業者の㈱
サイネックスと協働発行します。
この冊子は、市内事業者の皆さん
の広告掲載料をもとに発行します。
　広告の掲載を希望する人は、㈱
サイネックスへお問い合わせくだ
さい。
募集期間／3月下旬～５月ごろ
冊子配布日／７月下旬以降(市内

全世帯に配布)
㈱サイネックス静岡支店

　053-452-8753
　戦略広報課　995-1802
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Information

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　

募　集
JAなんすん「なるほど農業塾」
農業機械実演講習会
　ほ場での作業体験で野菜作りの
スキルアップを目指しませんか。
【開催日・内容】

開催日 内容

４月14日㈫
8:30～

土づくり（耕運機の
使い方・肥料の種
類・施肥方法）

5月26日㈫
8:30～

病害虫防除（噴霧器
の使い方・農薬の種
類と混用）

6月23日㈫
8:30～

夏野菜の管理（整
枝・誘引・切り戻し
のコツ）

JAなんすん管内ほ場（沼津市
大平など）
農機具を使用する人
各10人　※申し込み多数の場
合は抽選
１回あたり500円（各回開始時
に徴収します）
JAなんすん各店舗またはホー
ムページにある所定の用紙に記
入しお申し込みください。
JAなんすん営農支援課

　933-7008
普通救命講習会
　AEDを使った心肺蘇生法を習
得しませんか。

３月21日㈯　９時～12時

裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の人
裾野消防署に電話で申し込むか、
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所に直接お申し込みくださ
い。
３月20日㈮
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119
富士山周辺のパワースポット情報
　「富士山周辺パワースポットガ
イド」を作成するにあたり、皆さ
んから富士山周辺のパワースポッ
ト情報を募集しています。
募集内容／①富士山周辺にあるパ

ワースポットについて②そのパ
ワースポットにあるご利益につ
いて③そこに行った経験、ご利
益の有無について

応募方法／はがきに上記①～③と、
住所、郵便番号、氏名、年齢、
電話番号を記載してお送りくだ
さい。※１人で何枚も応募でき
ますが、はがき１枚につき１件
を記載してください。
３月31日㈫
抽選で100人に富士山クオカー
ド（500円）を進呈します。
日本富士山協会パワースポット
係　0555-22-5175

〒403-0017　山梨県富士吉田
市新西原5-2-1

人口 51,515人
男性 26,170人　女性 25,345人

納付期限：３月31日㈫
後期高齢者医療保険料	 第８期分

受付時間：8時30分〜17時

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㈯ 髙橋設備
☎993-1336

15日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

20日㈮ パイピング横山
☎992-3329

21日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

22日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

28日㈯ 田央設備㈲
☎993-5175

29日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

３月の税金・料金

３月の水道工事当番店

人口統計　２月１日現在
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わんぱくだんのにんじゃごっこ
著者：ゆきのゆみこ、上野与志　出版社：ひさかたチャイルド
　大好きなわんぱくだんシリーズの中の一冊です。仲良し3人
組「わんぱくだん」が、現実の世界から夢の世界へ、気が付く
とまた現実へ戻る。そんな不思議な冒険物語です。細かい絵の
中に発見がいっぱいで、最後まで楽しめる絵本です。

図書館利用者
大津 慧

けい

さん
（５歳・本茶）

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介

図図書書館館だだよよりり 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

２日㈪・９日㈪・16日㈪
23日㈪・30㈪・31日㈫休館日

3月

行事予定
一般書
	 ●山岳捜査	Mountain	Investigation
 著：笹本稜平　小学館

	 ●今日もお疲れさま
 著：群ようこ　角川春樹事務所
	 ●池上彰と現代の名著を読む
	 　東工大・白熱読書教室
 著：池上彰　筑摩書房
	 ●西田幾多郎の哲学＝絶対無の場所とは何か
 著：中村昇　講談社

児童書
	 ●知ってた？	世界のスポーツルールと歴史
  文：アダム・スキナー　絵：マーク・ロング　徳間書店

	 ●じぶんではなをかめるかな
  さく・え：深見春夫　かんしゅう：守本倫子
  岩崎書店（えほんのぼうけん　99）

	 ●ラブレターをもらったら
  文：アニカ・アルダムイ・デニス　BL出版
  絵：ルーシー・ルース・カミンズ

	 ●はじまりはたき火
　	 火とくらしてきたわたしたち
  作：まつむらゆりこ　絵：小林マキ　福音館書店

親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分～ 本館２階視聴覚室

おはなし会
 ７日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 14日㈯ 11時～ 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 11日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 18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
 ４日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 12日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 20日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

児童文学講演会
 22日㈰ 13時30分～15時 東西公民館会議室

新刊紹介
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救急協力医 March3月 診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

清流クリニック 941-8688 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

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

3 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 東医院 921-5520 高沢町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

4 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 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 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈯ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

8 ㈰

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

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 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

さとやまクリニック 939-8031 東原 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

9 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

10 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

11 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

12 ㈭ 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

13 ㈮ 武藤医院 931-0088 三園町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

15 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 守重医院 931-2511 我入道

江川

16 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

17 ㈫ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 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

18 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

19 ㈭ 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

20 ㈮

新井内科クリニック 992-0811 久根 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

つかだ医院 983-1577 堂庭 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 大沢医院 931-1019 御幸町
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科
21 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

22 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
　藤井原 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

23 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 西村医院 971-6510 下土狩

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

こどもクリニック 992-6303 茶畑

25 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

26 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

27 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 金元整形外科医院 924-0112 松長 田中医院 921-2053 高島町

28 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

あそうクリニック 929-7575 筒井町 よざ小児科医院 967-5722 原

林医院 931-1120 住吉町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

30 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 香貫医院 931-2465 本郷町 西村医院 971-6510 下土狩

31 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 酒井医院 966-1755 今沢 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

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

1 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

8 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

永井眼科
980-1777 萩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

せき歯科クリニック
981-2633 的場

15 ㈫ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

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

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

20 ㈮ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

22 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科クリニック
980-4133 納米里

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

なかがわ歯科
973-7777 長沢

29 ㈪ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

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

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
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すこやかタウン33月月

裾野っ子
すくすく
成長中！

　市内に住んでいる３歳０カ
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。 窪田 茉

ま つ り
璃さん

（２歳９カ月・久根）

島田 紗
さ き

希さん
（2歳11カ月・堰原）

田中 琥
こ た ろ う

太郎さん
（２歳８カ月・佐野二）

細川 愛
ま な み

海さん
（２歳８カ月・今里上）

2020
年

 3
月

号
N

O
.13

85

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
　 ９日㈪・23日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 23日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●成人健康相談
　 16日㈪　13時～15時
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ２日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 11日㈬・27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
　 26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

★寄り道試食会
　 10日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 11日㈬　９時30分～11時
　 令和元年９月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 17日㈫　13時～
　 平成30年８月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 12日㈭　13時30分～15時
　 平成29年９月生まれの人
★３歳児健康診査
　 19日㈭　13時～
　 平成29年２月生まれの人
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susonobito No.13

　司会業やラジオのパーソナリティをしている大西さ
んは、今年の１月に（一社）日本パラサイクリング連
盟の広報担当の強化スタッフに就任しました。
　パラサイクリングの選手たちは、片方の腕や足がな
いなど、障がいを抱えている箇所はまちまちですが、
最大斜度が45度という斜路をものともせず、時速50
㎞を超える速さで疾走します。このスピードは健常者
にも引けを取りません。
　大西さんがパラサイクリングに出会ったのは５年前。
伊豆ベロドロームで開催されたジャパンパラサイクリ
ングカップ2015の司会を務めたことがきっかけでし
た。その大会で初めてレース会場を訪れた大西さんで
すが、これ程迫力のあるレースなのに、ふと観客席を
見渡すと観客が少ないことに気付き、この競技への認
知度の低さを感じました。そこで、自らパーソナリ

ティを務めるラジオ番組の
中で、紹介コーナーを作り
選手やレース結果などを毎
週放送するなどして、競技
のPRを続けています。

　東京2020パラリンピックに向け、１月末には選手
と共にカナダ開催のUCI パラサイクリング トラック
世界選手権に強化スタッフとして行き、海外選手の情
報収集をしてきました。
　大西さんは「これからもパラサ
イクリングの魅力を発信し、来場
者の増加はもちろん、競技者自体
が増えて行くよう継続して支援し
ていきます」と語ってくれました。

（一社）日本パラサイクリング連盟広報担当
大西 涼太郎さん（44歳・元町）

パラサイクリングの迫力を多くの人に

　ヘルシーパーク裾野の北側に隣
接する梅の里では、３月上旬に梅
の花が見頃を迎えました。白やピ
ンクの花を咲かせた約700本の梅
の木は、訪れた人の目を楽しませ
ていました。

約700本の梅が見頃

表紙　Front cover
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平成30年度 財務書類を公表／組織の
硬直化や業務の属人化の解消／あなた
の愛犬を狂犬病から守ります／東京
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どに取り組む団体募集
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令和２年度　当初予算概要
一般会計211億6,000万円
前年度比0.9％減　未来をつむぐ「コネクティッド予算」

令和２年度　会計別予算

特集

　市議会３月定例会で、当初予算が可決されました。
令和２年度はシビックプライドと暮らし満足度の向
上を図り、裾野市らしい「田園」と「未来都市」が
調和する「住み続けたい『田園未来都市すその』」
の実現を目指す予算編成となりました。

予算総額 327億5,012万円
（令和元年度　326億5,599万円）

一般会計 211億6,000万円
（令和元年度　213億5,300万円）

特別会計予算
85億3,220万円

（86億1,920万円）

特別会計予算
85億3,220万円

（86億1,920万円）

（　）内は令和元年度（　）内は令和元年度

一般会計予算
211億6,000万円

（213億5,300万円）

一般会計予算
211億6,000万円

（213億5,300万円）

下水道事業会計予算
15億3,598万円

（15億3,079万円）

下水道事業会計予算
15億3,598万円

（15億3,079万円）

水道事業会計予算
14億4,700万円

（11億5,300万円）

水道事業会計予算
14億4,700万円

（11億5,300万円）

簡易水道事業
7,494万円
（0万円）

簡易水道事業
7,494万円
（0万円）

当初予算前年度対比（支出）
水道事業会計 令和 2 年度予算 令和元年度予算
収 益 的 7億3,200万円 7億1,900万円
資 本 的 7億1,500万円 4億3,400万円

下水道事業会計
収 益 的 7億6,762万円 7億9,333万円
資 本 的 7億6,836万円 7億3,746万円

簡易水道事業会計
収 益 的 6,170万円 0万円
資 本 的 1,324万円 0万円

一般会計予算

歳入
市 税 100億5,870万円 47.5%
国 庫 支 出 金 30億4,212万円 14.4%
市 債 16億8,110万円 7.9%
地方消費税交付金 13億9,430万円 6.6%
繰 入 金 13億1,101万円 6.2%
県 支 出 金 10億8,796万円 5.1%
そ の 他 25億8,481万円 12.3%

歳出
民 生 費 55億8,264万円 26.4%
土 木 費 34億4,593万円 16.3%
衛 生 費 27億5,390万円 13.0%
教 育 費 26億6,313万円 12.6%
総 務 費 24億8,076万円 11.7%
公 債 費 22億2,405万円 10.5%
そ の 他 20億　959万円 9.5%

歳入総額　211億6,000万円 歳出総額　211 億 6,000 万円

歳入

繰入金

その他

市税

国庫支出金

県支出金

市債

地方消費税交付金 歳出

公債費

その他

総務費

民生費

教育費
土木費

衛生費

財政課
　995-1801
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裾野市の未来のまちづくりに向けて
市　長　施　政　方　針

６つの重点取り組み達成に向けた施策の大綱

　新元号の令和には、個性が尊重・発揮される中で
それぞれが調和し、豊かな文化が花開くとの期待が
込められております。
　裾野市の豊かな自然、温かい人々と地域コミュニ
ティ、未来を見据えた研究・生産活動を続ける企業
群などは、最も大切にすべき資源であり、個性です。
個性の発揮なくして、新たな時代の流れを力にする
ことはできません。
　新たな時代をチャンスと捉え、この機を逃さず、
令和の時代にふさわしい「田園」と「未来」の調和、
都会にはない裾野市ならではの暮らし・人生の価値
観の創造に向けて、企業を含めシビックプライドを
持った市民の皆さんと共に「オールすその」でまる
かって一つ一つの事業に取り組んでまいります。 
　本年度は、新たな時代の流れを力にするため、
「次世代型近未来都市の具現化」を加えた「シビッ
クプライド向上」と「暮らし満足度向上」の３点を
重点目標としました。 

　これら３つの重点目標の達成に向けて「ひと“共
育”」「まち“共生”」「しごと“共栄”」「市民
協働」「情報発信」の５つを柱とし、既に実施して 
いる事業を含め、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の６つを重
点取り組みといたします。 
　これらを実施するにあたり、未来技術を活用し地
域課題を克服する社会を目指す「society5.0」や
トヨタ自動車株式会社様が本市で展開する 「ウー
ブン・シティ構想」といった新たな時代の流れを力
に、デジタル技術やデータを利活用して、市民生活
を豊かにする「次世代型近未来都市」の具現化をす
すめ、シビックプライドと暮らし満足度の向上を図
り、裾野市の将来にわたる成長と新しい「住み続け
たい『田園未来都市すその』」の実現を目指してま
いります。

1. だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康
と福祉の「すその」

●事業費総額　54億7,612万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
　乳幼児・こども医療費助成事業 27,181
◎幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 303
　保育園業務ICT化事業 317
　安全運転支援装置設置促進事業 120
　若年がん患者等支援事業 176

（◎はシビックプライド事業）
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　９億6,345万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
　西中学校普通教室不足解消仮設校舎建設事業 8,450
　給食センター調理委託事業 4,000
　運動公園陸上競技場改修事業 417

◎スポーツツーリズム事業
　（準高地トレーニング） 250

◎オリンピック・パラリンピック推進事業 2,601

▲幼児を対象とした外国文化ふれあい事業：保育園・
幼稚園に外国語指導助手（ALT）を派遣し、あいさ
つやゲームを楽しむことを通じて幼少期からの外国
語や異文化に慣れ親しむ場づくりを実施します。

◀オリンピック・
パラリンピック
推進事業：東京
2 0 2 0 オ リ ン
ピック自転車競
技ロードレース
（男子）の開催

に向け、機運の醸成を図るとともに、大会運営支援、
レガシー創出に向けた取り組みを実施します。
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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　22億4,832万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
◎市民協働推進事業 1,085
　新火葬施設整備事業負担金 46,815
◎みんなで子育てするまち推進事業 60
　県テレビ会議システム設置事業 100
◎消防団等活動・防災団体支援事業 5,564

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　１億7,969万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
　三世代同居支援補助事業 1,000
◎産業連携地域プラットフォーム運営事業 1,250
　屋上緑化推進事業生産者活動助成事業 411
◎ふるさと納税推進事業 4,769
◎シティプロモーション推進事業 98

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　29億7,993万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
◎深良まちづくり支援事業 508
　御宿土地区画整理助成事業 4,800
　裾野駅西土地区画整理事業 92,855
　（仮称）御師公園基本方針策定事業 1,000
　都市計画街路平松深良線整備事業 24,066

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　29億701万円　　　　　  　　（万円）

主な事務事業 事業費
　東富士演習場無線放送施設設置事業 7,130

　裾野市平和都市宣言に伴う中学生広島
　派遣事業 100

◎総合計画等策定事業 635
　統計調査事業 1,961
　議会タブレット端末導入事業 365

▲産業連携地域プラットフォーム運営事業：分野を越
えたイノベーションが起こるまちとして、魅力を高
め、新たな事業創造や起業を呼び込み続ける地域、
企業と地域産業の連携促進を図るため「産業連携地
域プラットフォーム」を活用し推進します。

▲東富士演習場無線放送施設設置事業：市内全域の防
災行政無線施設を更新し、令和２年度からデジタル
式戸別受信機を整備します。

◀市民協働推進事業：
市民協働を推進す
るため、地域づく
り学習会・協働事
業に補助などを行
い、協働事業の推
進を行います。

▲（仮称）御師公園基本方針策定事業：（仮称）御師
公園の整備に向けた基本方針を策定します。

企画政策課
　995-1804
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深良用水
通水350周年

−歴史的偉業 次代へつなぐ感謝の気持ち−

特集

　芦ノ湖の水を引くため、1666（寛文６）年か
ら４年近くの歳月をかけて箱根外輪山にトンネル
を掘り完成した深良用水。今年の４月25日㈯で
1670（寛文10）年の通水から350周年の節目を
迎えます。私たちの暮らしと共にある深良用水の
恩恵を改めて考えてみましょう。

生活に欠かせない用水として 

　箱根外輪山を掘った約1,280ｍのトンネルで導かれ
た芦ノ湖の水は、深良川や黄瀬川に至ります。その水
は各地に設置された堰によって集落に引き込まれ、周
辺の田畑を潤すかんがい用水として、さらには生活用
水として、現在まで絶え間なく利用され続けています。

▲深良川の水を引き込む古川堰

世界に誇れる深良用水

　平成18年２月、深良用水は日本の農村環境の保全
形成に貢献する優れた用水であるとして、農林水産省
が認定する疏

そ
水
すい

百選に選ばれました。また、平成26
年9月には、手掘りで掘り進められた深良用水の高度
な技術や、歴史的、社会的価値が国際的にも広く認め
られ、国際かんがい排水委員会(ICID)が認定する世
界かんがい施設遺産に登録されました。

▲疏
そ

水
すい

百選の認定証

▲世界かんがい施設遺産の登録証
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深良用水の偉業を次の世代へ

深良用水通水350周年記念誌の発行
　深良用水通水350周年記念事業の一環として、記念
誌を作成しました。深良用水の過去の資料を補完し、
新たな調査記録や地域との関わりなどについても記載
され、子どもにも読みやすい内容になっています。
　この記念誌は一般には販売していませんが、芦湖水
利組合で通水300
周年を記念し、昭
和39年に発刊さ
れた「深良用水の
沿革」、昭和54
年 に 再 版 さ れ た
「 深 良 用 水 の 沿
革」と共に電子書
籍化され、市公式
ウェブサイトから
ご覧になれます。

映像でトンネル内部を体験
　（独）国立高等専門学校機構沼津工業高等専門学校
と連携し、360°カメラを搭載した撮影機器をトンネ
ル内に流し撮影したバーチャル・リアリティー映像を
YouTubeで公開しています。普段見ることができな
いトンネル内部の様子をご覧ください。

世界かんがい施設遺産　深良用水隧
ずいどう

道内VR動画①
　（裾野市）▶︎https://youtu.be/LmddaI_34xo

世界かんがい施設遺産　深良用水隧
ずい

道
どう

内VR動画②
　（裾野市）▶︎https://youtu.be/BP9A1W_P9Mw

３月２日㈪に記念の壁画を披露
　３月２日㈪、深良小学校グラウンド東側で、深良用
水350周年の記念壁画が披露されました。深良用水
350感謝祭実行委員会が企画したもので、深良地区の
小・中学生から応募のあった88作品の中から、神戸
泰
やす

崇
たか

さん（深良小6年）と勝又俐
り

宇
う

さん（深良中1
年）の２つの作品がモチーフとなっています。
　当時の穴掘り作業や深良用水がもたらした恵み、用
水を流れる水の様子など、子どもたちが感じた深良用
水への感謝の思いが表現されています。
　実行委員会会長の大庭満治さんは「深良用水の偉業

を、50年先の400周年になっても皆さんで伝えて
いってほしいです」とあいさつしました。

深良用水まつりの開催
　深良用水を築き上げた先人の偉業に感謝の気持ちを
表そうと、平成26年から「深良用水まつり」が開催
されています。当時の深良地区区長会の皆さんが中心
となり、地区住民主体の事業としてスタートしました。
江戸時代の衣装を再現し、通水を祝い地区内を練り歩
く仮装行列をはじめとしたさまざまなイベントに、地
区内外から多くの人々が訪れています。
　今年の深良用水まつりは特別に「深良用水350感謝
祭」と題し、開催します。

深良用水350感謝祭の延期

　４月26日㈰に予定されていた深良用水350
感謝祭は秋に延期となりました。日程は調整中
です。

深良支所　992-0400
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平成30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

　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31年３月31日時点の市の人口から算出（51,707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
駿東地区交通災害共済組合 

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
水道事業会計
下水道事業会計

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。

（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

１．固定資産 802 1,039 200万9千円 １．固定負債 201 360 69万6千円
・有形固定資産 760 973 188万2千円 ・地方債 170 233 45万1千円
・無形固定資産 1 16 3万円 ・退職手当引当金 29 34 6万6千円
・投資その他の資産 41 50 9万7千円 ・その他 2 93 18万円
２．流動資産 56 88 17万円 ２．流動負債 24 29 5万6千円
・現金預金 7 37 7万2千円 ・一年以内償還予定地方債 20 25 4万8千円
・未収金 1 2 4千円 ・賞与などの引当金 2 3 5千円
・基金 48 48 9万3千円 ・その他 1 2 3千円
・棚卸資産 0 0 1千円

負債合計 224
(229)

389
(341)

75万3千円
（65万1千円)

資産合計 858
（864）

1,127
（1,096）

217万9千円
（209万4千円） 純資産の部（これまでの世代が負担した金額）

（　）内は前年度決算数値 純資産合計 634
（634）

738
（755）

142万6千円
（144万3千円）

負債および純資産合計 858
（864）

1,127
（1,096）

217万9千円
（209万4千円）

財政課
　995-1801
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WEBBB

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30年度中にどのように増減したのかを明らかにします。

（億円）

普通 連結 市民１人当たり
平成29年度末純資産残高 634 755 146万円
純行政コスト △166 △282 △54万6千円
財源 165 286 55万2千円
・税収など 129 184 35万7千円
・国県などの補助金 37 101 19万6千円
平成30年度差額 △1 3 6千円
平成30年度純資産変動額 △1 △17 △3万4千円

期末純資産残高 634
（634）

738
（755）

142万6千円
（144万３千円）

（　）は前年度決算数値

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。行政コスト計算書で算定
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)がかかったか、その内容の分析を行うことを目
的としています。

（億円）
経常費用（A)

普通 連結 市民１人当たり
1．業務費用 100 132 25万5千円
・人件費 29 38 7万4千円
・物件費 68 86 16万6千円
・その他 4 8 1万5千円
２．移転費用 77 174 33万7千円
・補助金など 25 86 16万7千円
・社会保障給付 35 84 16万3千円
・他会計への繰出金 13 − −
・その他 4 4 7千円

経常行政コスト
合計

178
（181）

306
（316）

59万２千円
（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 7 16 3万1千円
２．その他 5 8 1万5千円

経常収益合計 11
（13）

24
（30）

4 万 6 千円
（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

（　）は前年度決算数値
166

（168）
282

（286）
54万６千円

（54万７千円）

資金収支計算書
　キャッシュフローと言われるもので、「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。

（億円）
普通 連結 市民１人当たり

1．業務活動収支 16 25 4万9千円
・業務支出 153 274 53万円
・業務収入 169 299 57万9千円
２．投資活動収支 △10 △15 △3万円
・投資活動支出 33 40 7万8千円
・投資活動収入 23 25 4万8千円
３．財務活動収支 △5 △13 △2万4千円
・財務活動支出 19 29 5万5千円
・財務活動収入 14 16 3万1千円
平成30（29）年度
資金収支額

0
（1）

△ 3
（2）

△6千円
（4 千円）

平成29年度末
資金残高 7 40 ７万７千円

平成30年度末
資金残高 7 37 ７万２千円

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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組織改編の主な変更点
　課内室は、時限的・特異性のあるものに限定して組
織をスリム化し業務の効率化・事務の円滑化を図りま
す。
●情報政策室を企画政策課に統合し、課名称を「みら

い政策課」とします。
●演習場対策室を農林振興課に統合します。演習場対

策専門官は継続して設置します。
市職員人事異動
【部長級】
教育部長▶︎西川篤実（企画部長）企画部長▶︎石井敦
（健康福祉部部参事兼子育て支援監）環境市民部長兼
危機管理監▶︎篠塚俊一（総務部参事兼税務課長）
【次長級】
健康福祉部次長兼子育て支援監兼保育課長▶︎髙梨恭
（次長 監査委員事務局長）建設部次長兼区画整理課
長▶︎丹野宏康（建設部参事兼区画整理課長）
次長 会計管理者兼出納課長▶︎土屋敏彦（参事 会計管
理者兼出納課長）
【参事級】
総務部参事兼財政課長▶︎鈴木則和（健康福祉部参事兼
子育て支援課長）環境市民部参事兼危機管理課危機管
理調整監▶︎山本泰男（陸上自衛隊武山駐屯地業務隊一
等陸佐 退官）参事 監査委員事務局長▶︎加藤忠彦（企
画部参事兼企画政策課長・市土地開発公社事務局長）
環境市民部参事兼市民課長▶︎杉山善則（環境市民部市
民課長）健康福祉部参事兼子育て支援課長▶︎笠間健男
（健康福祉部保育課長）建設部参事兼建設管理課長▶︎
土屋雅敬（建設部建設管理課長）議会事務局長（参事
級）▶︎河合正彦（健康福祉部健康推進課長兼福祉保健
会館長）

（　）は、前年度の所属・役職です。

【課長級】
企画部みらい政策課長・市土地開発公社事務局長▶︎鈴
木努（建設部まちづくり課長）環境市民部富岡支所長
▶︎杉本一之（産業部農林振興課長）健康福祉部社会福
祉課長▶︎髙橋渉（教育部鈴木図書館長兼東西公民館
長）健康福祉部障がい福祉課長▶︎眞田俊彦（健康福祉
部社会福祉課長）演習場対策専門官兼産業部農林振興
課長▶︎横山英哉（環境市民部富岡支所長）建設部まち
づくり課長▶︎勝又博文（総務部財政課長）教育部鈴木
図書館長兼東西公民館長▶︎木原慎也（教育部生涯学習
課長兼富士山資料館長）総務部税務課長▶︎坂田幸洋
（企画部企画政策課長代理兼情報政策室長）健康福祉
部健康推進課長兼福祉保健会館長▶︎岡利津子（健康福
祉部健康推進課長代理）教育部生涯学習課長兼富士山
資料館長▶︎大塚智美（企画部戦略広報課長代理兼シ
ビックプライド推進室長）
【課長代理級】
企画部みらい政策課長代理▶︎山田克彦（企画部企画政
策課兼行政経営監付副参事）企画部みらい政策課長代
理▶︎大串謙一郎（健康福祉部社会福祉課長代理）企画
部戦略広報課長代理兼シビックプライド推進室長▶︎髙
田寿樹（総務部行政課長代理）環境市民部市民課長代
理▶︎勝又淳（環境市民部上下水道経営課長代理）産業
部農林振興課長代理▶︎小林義彦（企画部秘書課長代
理）教育部教育総務課長代理兼学校給食センター副所
長▶︎古谷伸導（教育部生涯学習課長代理）総務部人事
課長代理▶︎杉山龍治（総務部人事課主幹兼係長）環境
市民部生活環境課長代理▶︎志村敏博（環境市民部生活
環境課主幹兼係長）健康福祉部保育課長代理▶︎小野善
之（健康福祉部保育課主幹兼係長）建設部区画整理課
長代理▶︎杉本英明（建設部区画整理課主幹兼係長）
【園長級】
健康福祉部保育課西幼稚園長▶︎佐藤智美（健康福祉部
保育課いずみ幼稚園長代理）

組織の硬直化や業務の属人化の解消
市職員人事異動

　４月１日付で人事異動を行いました。効率的・効果的な
業務遂行を基本とし、市民サービス向上のため、組織の硬
直化や業務の属人化の解消、適正な人事配置に努めます。

人事課
　995-1806
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　犬の飼い主は、狂犬病予防法で年１回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付
けられています。飼い犬に予防注射を受けさせることは、犬だけでなく飼い主も狂犬
病から身を守ることになります。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
　飼い犬が次のいずれかの項目に該当する場合は、集
合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１匹につき3,500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。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。
●予防注射案内はがき
●愛犬手帳または愛犬カード
●注射料（１匹につき3,500円）
　※おつりがないようにお願いします。
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。

あなたの愛犬を狂犬病から守ります
狂犬病予防注射（集合注射）を4/23㈭・4/26㈰に実施 WEBBB

生活環境課　
　995-1816

4月23日㈭
青葉台中公園 深良新田公民館
9:00～9:20 9:00～9:15
峰下公民館 岩波公民館
9:30～9:45 9:25～9:45
麦塚公民館 上須集会所

9:55～10:15 9:55～10:15
本茶公民館 深良コミセン

10:25～10:40 10:25～10:45
富士見台遊園地 切遠コミセン
10:50～11:05 10:55～11:10

中丸中・下公民館 南堀集会所
11:15～11:40 11:20～11:40

滝頭公民館 町震コミセン
13:10～13:30 13:10～13:30

公文名東最寄集会所 御宿新田コミセン
13:40～13:55 13:45～14:05

久根公民館 御宿上谷集会所
14:05～14:30 14:15～14:35

市民体育館 葛山中村集会所
14:40～15:30 14:45～15:00

― 千福公民館
15:10～15:30

4月26日㈰
十里木集会所 石脇公民館
9:40～10:10 9:00～9:25
須山コミセン 桃園定輪寺前

10:25～11:05 9:35～10:00
田向集会所 富沢公民館

11:15～11:30 10:10～10:30
下和田集会所 二ツ屋集会所

13:10～13:45 10:35～10:55
今里本村集会所 伊豆島田遊園地（不動尊）
13:55～14:10 11:05～11:30

千福が丘中央公園 金沢公民館
14:25～14:55 13:10～13:25
市役所前駐車場 中里公民館
15:10～15:55 13:35～13:50

― 上ヶ田集会所
14:00～14:15

― 富岡コミセン
14:25～14:50

― 市役所前駐車場
15:10～15:55

●交通状況で時間が前後する場合があります。

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場
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自転車競技ロードレースの魅力を紹介  
　自転車競技ロードレースの
世界に触れることで、オリン
ピックをより一層楽しみにし
てもらい、沿道での多くの人
の観戦を促すためガイドブッ
クを作成しました。

自転車競技ロードレース超
入門
●自転車競技ロードレース有名選手の紹介

　●世界の主要大会の解説
　●過去に開催されたオリンピックの自転車競技ロー

ドレース競技に関する説明
大きさ／A3両面折り
配布場所／市役所、各支所など市内公共施設
　※市公式ウェブサイトでもご覧になれます。
市役所や市内各所を装飾  
　選手を応援するため、寄せ書きガーランドを作成し
ました。市内各所には、オリンピックに関する縦型・
横型バナーなどを装飾しています。
ガーランド展示

市役所１階フロア、市民体育館玄関・１階廊下
市内小・中学生が800枚のシートに寄せ書きし、
50本にまとめ
たガーランドを
展示
大会当日は、自
転車競技ロード
レース（男子）
の市内観戦場所
に装飾します。

縦型・横型バナーなどの装飾
市役所正面玄関柵、小柄沢公園川沿い柵、裾野駅前
中央商店街街灯、裾野駅前歩行者通路、岩波駅商店
街街灯、富士見橋（岩波）、旧岩波駅舎、運動公園
街灯、須山地区研修センター街灯
縦型バナー、横型バナー、ガラス横型シートの装飾

東京2020オリンピックに向けた展示会 in SUSONO  
　自転車競技ロードレースに関する展示や聖火リレー
に関する展示を行っています。

市役所１階フロア
過去に開催されたロードレース大会の紹介パネルの
展示、1964年東京オリンピック聖火リレーのユニ
フォームや写真、参加記念章の展示

▲市役所１階フロアで装飾してい
るガーランド

▲自転車競技ロードレースに関するパネル

東京2020オリンピック開催に向けて
オリジナルガイドブックの発行・展示会などを実施 WEBBB

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催が延期となりましたが、市では機運を醸成し、市民
の皆さんに市内で開催されるオリンピック自転車競技
ロードレースを広く知ってもらうため、オリジナルガイ
ドブックを作成しました。
　市役所では、ガーランドやバナーの装飾、オリンピッ
クに関する展示会を開催しています。

オリンピック・パラリンピック推進室
995-1825

市内ロードレースコースの解説動画を公開中
　市内のロードレースコース区間を撮影し、解
説を加えた動画を作成しました。

東京2020オリンピック自転車競技ロード
レース（男子）裾野市コース解説▶︎https://
youtu.be/ETkvXox9nNY
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　若年がん患者などを支援するため、４月１日㈬以降
の在宅療養生活、妊孕性温存治療、医療用補整具購入
に対する費用を一部助成します。要件や申請方法など
については、健康推進課へお問い合わせください。

小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業
　若年がん患者が自宅で安心して日常生活が送れるよ
うに、在宅サービスに係る利用料の一部を助成します。
補助内容と金額

年齢区分 補助の上限金額

０歳～20歳未満で日常生活用具
給付事業による補助を受けてい
る人

居宅サービス▶
月額５万円

●０歳～20歳未満で日常生活用
具給付事業による補助を受け
ていない人

●20歳～40歳未満の人

居宅サービス▶
月額５万円

福祉用具貸与▶
月額３万円

福祉用具購入▶
１人につき５万円

若年がん患者妊孕
よう

性温存治療支援事業
　将来子どもを産み、育てることを望む若年がんの患
者が、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、
希望を持ってがん治療に取り組めるよう支援します。
補助内容と金額（１人につき１回限り）
性別 内容 補助金額
男性 精子の採取凍結 上限２万円

女性 卵子または卵巣組織の採取凍結、
卵子の採取、胚（受精卵）の凍結 上限40万円

がん患者医療用補整具購入支援事業
　がん治療による外見変貌を補完するウイッグや補整
具などの購入費用の一部を助成します。
補助内容と金額（１人につき１回限り）

対象医療用補整具 補助金額
医療用ウイッグ 上限２万円

乳房補整具 補正下着▶上限２万円
人口乳房▶上限10万円

健康推進課　992-5711

若年がん患者などを支援
在宅療養生活、妊孕

よう
性温存治療、医療用補整具購入に対する費用を一部助成 WEBBB

　東名裾野インターチェンジから車で10分。ヘル
シーパーク裾野入り口付近の一帯に、“パノラマ遊花
の里”と名付けられた花畑があります。パノラマロー
ドを花でいっぱいにする会を中心に、市民の皆さんや
企業と一緒に種まきや草取りなどを行って、菜の花や
コスモスなどの景観作物を育てています。春の花々と
富士山の共演をお楽しみください。

パノラマ遊花の里で菜の花と桜が共演
　４月には、菜の花の黄色いじゅうたんが花畑いっぱ
いに広がります。富士山に向かって伸びるパノラマ
ロード沿いの美しい桜並木と共に、白雪の残る富士山
のすそ野一面を春色に彩
ります。
花の見頃／４月中旬まで

パノラマ遊花の里（梅
の里・ヘルシーパーク
裾野入り口周辺）

４月４日㈯・５日㈰に開催を予定していた「第9回
富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜まつり」は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
中止することを決定しました。
産業振興課　995-1825

富士山の麓で春の花を楽しむ
パノラマ遊花の里 一面に菜の花が見頃 WEBBB

会場会場

裾野
I.C

東
名
高
速
道
路

▲
至
御
殿
場
市運動公園

パノラマ遊花の里

ヤクルト工場ヤクルト工場

ヘルシーパーク
裾野

梅の里

トヨタ自動車
東富士研究所

246

『富士山パノラマ菜の花＆コスモス』
フォトコンテスト開催！

　菜の花や秋に咲くコスモスと富士山を写した写真
をご応募ください。　 農林振興課　995-1823
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Photograph

　生涯学習センターで富士山の日記念事業として講演
会が開催されました。約50人が参加し、富士山かぐや
姫ミュージアム館長が同ミュージアムのリニューアル
などについて講演しました。また、現在の浅間神社の
祭神はコノハナサクヤヒメですが、本来はかぐや姫
だったことなど、たくさんの興味深い話があり、参加
者は聞き入っていました。　　　　　特派員：原 久子

　JAなんすんの組合長らが市役所を訪れ、寿太郎み
かんを贈呈しました。小学生3,230人分、約380kgの
贈呈です。組合長が｢寿太郎は甘くて味が濃いのが特
長です。子どもたちに地元の特産物を知ってほしいで
す｣とあいさつすると、教育長は「地元の特産物とし
て授業で勉強しています。大切に育てたみかんを頂け
るのは幸せなことです」とお礼を述べていました。

甘くておいしいみかんを小学生たちへ（２月14日）

　富岡中学校に法務省と全国人権擁護委員連合会から
感謝状が贈呈されました。夏休みに取り組んだ人権作
文99編を中学生人権作文コンクールに応募し、活動
の啓発に貢献したことに対する感謝状です。人権擁護
委員が校長に感謝状を手渡すと、校長は「仲間を大切
に、困っている人を助けようという活動を行っていま
す。感謝状は生徒に報告します」と話していました。

法務省などから感謝状贈呈 （２月19日）

　市民文化センターで自衛隊協力会50周年記念行事
と自衛隊による音楽演奏会が行われました。同会は、
区長連合会などを役員に加え、自衛隊と地域住民との
共存共栄の実現を目的として設立されました。会場で
は式典の他、太鼓の演舞やラッパ、富士学校音楽隊な
どの演奏が、屋外では自衛隊車両の展示が行われ、多
くの人が見学していました。 特派員：勝又 しんじ

自衛隊の演奏で記念式典を盛り上げる（２月15日）

富士山信仰とかぐや姫講演会開催 （２月19日）
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フォトグラフ

　佐野上宿区の「ふれあい上宿」の会員が、コミュニ
ティ活動賞優良賞を受賞し、市長に受賞を報告しまし
た。同会では、登校時の児童への声掛け防犯活動の他、
花いっぱい運動、ふれあい上宿デーの開催など会員の
生きがいや触れ合いづくりも行っています。事務局の
芹沢さんは「無理をせず、これからも仲良く楽しく地
域づくりを続けていきます」とあいさつしていました。

　市は静岡大学農学部・須山東富士農事組合と新特産
物試験栽培に関するパートナーシップ協定を締結しま
した。今後も連携を図り、共同試験栽培を行っていく
ことを目的にしています。市長は｢特産物となりうるキ
ヌアの栽培で農家の所得向上や耕作放棄地の解消につ
なげていきたいです」と述べました。締結後、菓子店
が試作した菓子の試食を行いました。

　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の沼津支店
長らが市役所を訪れ、レクリエーションスポーツ関連
物品の贈呈式を行いました。同社は市と締結している
協定に基づき、さまざまな分野で市に協力しています。
市長は「皆さんのご芳志による寄贈をありがとうござ
います。東京2020オリンピック競技やイベント会場
で活用していきます」とお礼を述べました。

　田口ライフサービス㈱がラッピングを施したパッ
カー車を始動させました。これはRecycle(リサイク
ル)などの頭文字を６つ取った、６R県民運動という
県が推進している事業などをPRするためデザインさ
れました。同社の代表は｢目に触れる機会の多いパッ
カー車にラッピングを施すことで、県などの取り組み
をPRしていきたいです」と話していました。

フライングディスクなどを贈呈 （２月27日）

県内初！６Ｒをゴミ収集車でＰＲ （３月２日）

無理をしないで
仲良く楽しく地域づくり （２月28日）

キヌアの特産化に向けた
共同研究継続 （３月５日）
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　市では、市が管理する道路や河川、公園、用地など
の身近な公共空間の美化を促進するため、ボランティ
アによる継続性を持って行われる環境美化活動を支援
しています。環境美化活動に必要な活動費を補助し、
環境美化に対する市民意識の高揚を図り、市民の皆さ
んと市が協働してきれいな公共空間を創出します。

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 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シビックプライド推進室へ活動場
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
化活動を開始します。活動内容などを年度末に報告
します。

▲きれいなまちづくり若狭会による
裾野日赤交差点付近の清掃の様子

シビックプライド推進室　995-1803

　魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化
や課題解決に向けた市民の自主的な活動に対し、補助
金を交付します。昨年度は、３団体が交付を受け事業
が実施されました。

補助金の概要 　　　　　　　　　　　　　　
補助金の額／最大40万円
対象となる事業／次のいずれかに該当する事業
・市民の提案で実施する、市民協働の推進とまちづく

りに必要と認める事業
・課題解決のために市民の協力が必要なもので、行政

と協働して実施する事業
非該当の事業／次のいずれかに該当する事業
・市の類似する補助制度の適用を受けているか、他の

団体を補助する事業
・効果が特定の個人や団体のみに及ぶ事業
・団体が管理する施設などの修繕などが目的の事業
・団体が組織を運営するための事業

・宗教的または政治的宣伝の意図が認められる事業
・補助することが適当でないと市長が認める事業
対象となる団体／次の全てに該当する団体
・構成員が３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
・市内に活動拠点があり、市内で活動している団体
対象となる経費／備品費や消耗品費、広告費、賃借料

など
※市公式ウェブサイトに掲載している一覧表をご確認

ください。
補助金の申請から決定まで　
　補助金の交付を希望する団体は、申請書に必要事項
を記入し、シビックプライド推進室に提出してくださ
い。受け付けた申請は、審査を行い決定の可否を通知
します。

シビックプライド推進室　995-1803

ボランティアによる環境美化活動を支援
きれいなまちづくり推進事業 WEBBB

地域の活性化などに取り組む団体募集
パートナーシップ事業補助金を最大40万円交付します WEBBB
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　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所得に応じて負
担する所得割額を合計した額になります。保険料率
は２年おきに見直されます。令和２・３年度の保険
料率は、医療費の増加などを見込み次のとおり改定
されました。
令和２・３年度保険料

区分 平成30・令和元年度 令和２・３年度
所得割率 7.85% 8.07%
均等割額 40,400円 42,100円

保険料（年額）＝所得割額（基礎控除後の総所得金
額など×8.07％）＋均等割額

賦課限度額／中間所得者層の負担軽減を図るため、
62万円から64万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

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため延期
した「都市計画の変更および決定（原案）の説明
会」を開催します。
　トヨタ自動車㈱は、トヨタ自動車東日本㈱東富士
工場を令和２年12月に閉鎖し、これに伴い発生す
る工場跡地で未来都市の実証実験を行うことを公表
しています。市では、工業専用地域に指定している
区域の土地利用を転換し、研究開発拠点の形成を誘
導するため、都市計画の変更および決定を予定して
います。この原案についての説明会です。
　申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

４月22日㈬19時～・25日㈯13時～
市役所４階401会議室
裾野都市計画用途地域の変更、裾野都市計画特別
用途地区の決定、裾野都市計画地区計画の決定
新型コロナウイルス感染症の状況によって、再度
延期する場合があります。
まちづくり課　995-1829

　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。

令和２年４月１日現在、市に住民登録のある70
歳以上の人
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
髙田鍼灸指圧治療院 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

快晴堂はりきゅう整骨院 993-4696

社会福祉課　995-1819

　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。対象の農家は、申請してください。

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

対象作物／●畑作物の直接支払交付金▶︎麦・大豆・
そば・なたね（認定農業者のみ）

　●水田活用の直接支払交付金▶︎野菜・そば・なた
ね・芝・果樹・種苗・景観作物・花き・花木

　※水稲は対象外
交付申請書と営農計画書に必要項目を記入し農林
振興課へ提出してください。申請書などは、共済
加入者や昨年度申請者には郵送または部農会経由
で配布します。
５月８日㈮
説明を希望する人は農林振興課へお問い合わせく
ださい。
農林振興課　995-1823

後期高齢者医療制度の保険
料率改定

裾野都市計画の変更および
決定（原案）の説明会

WEBBB

WEBBB

はり･灸･マッサージ治療費
の助成

経営安定対策交付金

WEBBB

WEBBB
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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 !!自宅にいながら手軽にカット !!

おしらせ
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。

５月21日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
５月７日㈭

国保年金課　995-1813
地域包括支援センターの移転
　４月20日㈪から、福祉セン
ター佐野内にある地域包括支援セ
ンターが移転します。電話番号の
変更はありません。
移転先／平松470-5

地域包括支援センター
　995-1288
　介護保険課　995-1821
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23日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25年４月２日～５月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

運動公園の休園日・利用時間変更
　４月１日㈬から運動公園の休園
日と園内施設の一般利用開始時間
を変更します。開園時間は、８時
30分から21時までで変更ありま
せん。
休園日／毎週月曜日と年末年始

（月曜日が祝日の場合は翌日)
テニス場・多目的広場・陸上競技
場・野球場・やすらぎ広場の利用
開始時間／８時30分～

生涯学習課　992-6900
エンディングノート（終活冊子）
を無償配布
　エンディングノート（終活冊子）
とは、万が一のことが起こったと
きに、家族や残された人へ思いや
希望を伝えるためのノートです。
病気になったときや判断能力が低
下したとき、亡くなったときなど
に必要になることを整理し、ノー
トに書き留めておくことで、残さ
れた人の負担を減らすことにつな
がります。あなたが望む人生を最
後まで自分らしく歩むために、エ
ンディングノートを作りませんか。
配布場所／まちづくり課、各支所

空き家を放置すると、空き家
になる前にできること、空き家
に関する相談窓口、わたしのこ
と、もしもの時は、エンディン
グ、大切な人たち､財産について
まちづくり課　995-1856

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。
●サンダイ株式会社

駿東郡清水町徳倉1536-7
TEL933-4343
●藤沢設備工業

三島市川原ケ谷137
TEL975-7336

上下水道工務課　995-1834
第11回特別弔慰金を支給
　戦没者などの死亡当時の遺族で、
令和２年４月１日時点で公務扶助
料や遺族年金などを受ける人がい
ない場合に、支給順位上位の遺族
１人に特別弔慰金を支給します。
支給額／年間５万円

社会福祉課にある申請書に必要
事項を記入し提出してください。
令和５年３月31日
社会福祉課　995-1819

企画展「ふるさと富士山芸術展」
　皆さんから募集した「富士山」
を題材に表現した作品（写真、絵
画など）を展示します。

４月18日㈯～６月28日㈰
　９時～16時30分

富士山資料館特別展示室
入館料／大人210円、小・中学生

100円
休館日／月曜日（祝日の場合は開

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

　　　消費者相談室　　　　消費生活センター 
995-1854
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お知らせ

広報すそのつづり台紙の配布終了
　毎年、広報すその５月号と一緒
に配布していたつづり台紙は、本
年度で配布を終了します。今後は、
各自でつづるなどして保管をお願
いします。

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」でもご覧になれます。
戦略広報課　995-1802

春の農作業安全運動
　春の農作業安全運動が「見直そ
う！農業機械作業の安全対策」を
テーマに、県内全域で行われてい
ます。
　全国の農作業中の死亡事故は、
300件以上で推移し、65歳以上
の人の事故が８割を占めます。春
は、茶では摘採から工場での荒茶
製造、水稲では田植えなど、農業
機械の利用が多い時期です。農作
業事故の多くが単純なミスによる

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

５月まで
農林振興課　995-1823

教室・講座
幼児をもつ母親学級

５月14日～７月16日の毎週木
曜日　９時30分～11時30分
生涯学習センター１階団体活動
室他
市内に住んでいる１歳～３歳の
幼児をもつ母親
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
４月30日㈭
託児があります。

生涯学習課　994-0145

　　　消費者相談室　　　　消費生活センター 
995-1854Q 大学の先輩から「簡単に儲かる投資をしよ

う」と誘われた。情報商材を買って学び、投
資をするというものだった。次の人を勧誘すると
マージンが入るという。消費者金融からお金を借り
て払ったが儲からず、友人など次の人も誘えない。

A 情報商材は、契約前に中身を確認することができな
いため、実際はあまり価値のない情報だったという

事例もあります。簡単に必ず大金が得られることは、通常
はありえません。儲け話につられて、内容が分からないま
ま契約するのはやめましょう。「儲けですぐに返済でき
る」と言われ借金をして契約してしまうケースも少なくあ
りません。自分の支払い能力を超える借金は、これからの
生活を脅かします。契約する前に、本当に必要な契約なの
かよく考えてください。クーリング・オフ（無条件解約）
できる場合もありますので、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。

裾野
っ子

裾野
っ子

増永 結
ゆ う り

人さん
（３歳・元町）
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Information

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　

募　集
姉妹都市フランクストン市
小・中学生短期派遣参加者
　学校訪問やホームステイなどを
体験する小・中学生を募集します。

８月10日㈪～18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
約14万円
参加者は書類選考の他、選考会
（面接）で決定します。
４月27日㈪～５月13日㈬

海外友好協会　993-9695
　※受付は㈪㈬㈮の13時～16時

（祝日を除く）
〒410-1118　佐野921-3

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17日㈰　９時30分～
市民体育館
市内に住んでいるか、通勤・通
学している人
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３日㈮～５月３日㈰
●監督者会議を５月８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15日㈰に清水町で行われ
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
令和３年成人式実行委員
　令和３年１月10日㈰に開催す
る成人式の運営やアトラクション
の企画・運営などを行う実行委員
を募集します。

平成12年４月２日～平成14年
４月１日に生まれた人（令和
３・４年に成人式を迎える人）
で、生涯学習センターで開催す
る実行委員会に参加できる人
電話かメールで生涯学習課へお
申し込みください｡メールの場
合､件名を「裾野市成人式実行
委員申込み」とし､氏名･住所･
電話番号を明記してください。
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

人口 51,428人
男性 26,132人　女性 25,296人

納付期限：４月30日㈭
固定資産税・都市計画税	 第１期

水道料金・下水道使用料	 第１期

受付時間：8時30分〜17時

４日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

５日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

11日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

12日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

18日㈯ 工管設
☎993-1603

19日㈰ 山崎設備
☎997-6766

25日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

26日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

29日㈬ ㈲北住設機器
☎993-1250

※工事・修理は有料

４月の税金・料金

４月の水道工事当番店

人口統計　３月１日現在
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ローワンと魔法の地図
著者：エミリー・ロッダ　訳：さくまゆみこ
出版社：あすなろ書房
　ちっぽけなウサギ君といわれていたローワンが、町を救
うために、シバという老女の魔法の地図の暗号を頼りに仲
間と冒険に行く話です。とても読み応えのある本です。

図書館利用者
大庭 彩

さ よ

代さん
（11歳・遠道原）

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介

図図書書館館だだよよりり 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

６日㈪・13日㈪・20日㈪
23日㈭・27㈪休館日

4月

行事予定
一般書
	 ●＃柚莉愛とかくれんぼ
 著：真下みこと　講談社

	 ●長生きしたいわけではないけれど。
 著：曽野綾子　ポプラ社
	 ●海の十字架
 著：阿部龍太郎　文藝春秋
	 ●朝つめるだけ弁当188　同時に３品作りおき
 著：渥美まゆ美　西東社

●「すぐやる」思考法
 著：塚本亮　明日香出版社

児童書
	 ●ビジュアル日本の住まいの歴史	3	近世
  監修：小泉和子　著：家具道具室内史学会　ゆまに書房

	 ●楽しく遊ぶ学ぶまだある！ふしぎの図鑑
  監修：白數哲久　小学館（小学館の子ども図鑑プレNEO）

	 ●おひめさまになったワニ
  さく：ローラ・エイミー・シュリッツ　え：ブライアン・フロッカ
  福音館書店（世界傑作童話シリーズ）

	 ●プレストとゼスト　リンボランドをいく
  文・絵：モーリス・センダック　文：アーサー・ヨーリンクス
  岩波書店

	 ●きっとあえる　わたりどりのともだち
  さく：鎌田暢子　福音館書店（日本傑作絵本シリーズ）

おはなしの会
 11日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 18日㈯ 11時～ 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階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 15日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 22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
 ８日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 16日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 24日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって中止および
　変更になる場合があります。
　詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

新刊紹介
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救急協力医 April4月 診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈬ 森医院 966-2017 石川 えがわ医院 921-5148 高島本町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

2 ㈭ 林医院 931-1120 住吉町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

3 ㈮ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

4 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

5 ㈰

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

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

永野医院 962-4450 大岡 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

6 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈫ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 青木整形外科医院 922-0521 高島町 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

8 ㈬ やぐち内科・循環器
科クリニック 973-3811 伏見 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

10 ㈮ 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 田中医院 921-2053 高島町

11 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

12 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

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

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

13 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 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

14 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 大沢医院 931-1019 御幸町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

15 ㈬ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

16 ㈭ 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

17 ㈮ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

18 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 函南平出クリニック 978-1366 函塚本

19 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

境医院 975-8021 竹原 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

本村クリニック 969-0001 大塚 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

20 ㈪ 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

21 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町
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 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

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

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。

日 内 科 外 科 小児科
22 ㈬ 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 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

23 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

24 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

25 ㈯ 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 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

26 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町

稲玉内科クリニック 991-5111 伏見 西村医院 971-6510 下土狩

杉山病院 963-4114 錦町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

27 ㈪ 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 田中医院 921-2053 高島町

28 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

29 ㈬

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑

青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

旭医院 966-0031 原

30 ㈭ 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 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

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

5 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

はとり眼科
987-6789 中土狩

かぬき岩端医院
932-8189 前原

西島歯科医院
988-3162 納米里

12 ㈰ 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

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

19 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

聖隷沼津病院
952-1000 松下

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

26 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

服部歯科医院
992-0011 佐野

29 ㈬ 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

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町　函函南町

※４月７日㈫・21日㈫・28日㈫の三島メディカルセンターの診療開始時間は18時からです。
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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
　 13日㈪・27日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 27日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 24日㈮　18時30分～20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 20日㈪　13時～15時
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 13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
　 24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
　 27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
　 ８日㈬　９時30分～11時
　 令和元年10月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 21日㈫　13時～
　 平成30年８月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 ９日㈭　13時30分～15時
　 平成29年10月生まれの人
★３歳児健康診査
　 23日㈭　13時～
　 平成29年２月生まれの人

戦略広報課　995-1802

困ったときは相談を

市民無料相談を毎月開催
　毎月、市民無料相談を開催しています。相談員
が市民の皆さんの困りごと解決を手助けします。
偶数月は資格団体相談、人権相談、行政相談を、
奇数月は弁護士による法律相談、司法書士相談、
行政相談を開催します。

開催日／毎月20日　※土・日曜日、祝日の場合
は翌開庁日

受付時間／９時30分～終了時刻の20分前
市役所４階会議室

●資格団体相談
　土地、家屋（空き家含む）、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
などに関する相談に応じます。
対応者／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
次回の相談／４月20日㈪　10時～12時

●人権相談
　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に応じます。
対応者／人権擁護委員（渡邊早苗、大森紀行、川

口美津子、勝又敦子、渡邉泰正、小林昭彦）
次回の相談／４月20日㈪10時～12時､13時～15時
●行政相談
　行政に対する苦情・要望・問い合わせなどの相
談に応じます。
対応者／行政相談委員（湯山貴志子、芹澤隆伸）
次回の相談／４月20日㈪10時～12時､13時～15時
●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。相談時間は、１組20分以内です。
次回の相談／５月20日㈬　10時～12時

６組（先着順）
戦略広報課へ電話で予約してください。
５月１日㈮　８時30分～

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって
　中止および変更になる場合があります。




