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音楽を通して楽しいひとときを演出

　４月30日㈮、福祉保健会館
で医療従事者を対象とした新型
コロナウイルスワクチンの接種
が始まりました。５月14日㈮
からは、65歳以上の市民への
ワクチン接種も始まっています。

ワクチン接種、始まる
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６/20㈰は県知事選挙投票日

雨が続いたら土砂災害に警戒を

富士山南東消防組合の職員募集

市民無料相談を開催

令和３年度市民税・県民税

65歳以上の新型コロナワクチン接種

寄り道ウォーキング㈫・㈮に実施

フォトグラフ

昭和56年５月以前に建築された木造

住宅の耐震補強を

不発弾事故を防ぐために

インフォメーション

図書館だより

救急協力医

すそのっ子、すこやかタウン

　複数の合唱グループに所属し、三島の合唱団で定期
的に開催している歌声喫茶ではピアノ伴奏をしている
縣さん。好きな音楽を通じて社会に貢献したいという
思いから、市内外のボランティアにも積極的に参加。
市内でも、3年ほど前に市社会福祉協議会のボラン
ティアに個人で登録。音楽や歌を通して、参加者の心
や体が少しでも元気になればと、福祉保健会館やすや
まホーム、各地区で開催しているふれあいサロンなど
を訪問し、リクエストのあった曲をキーボードなどで
演奏する活動を行っています。

　「施設を訪問す
る際には参加者分
の歌集を用意し、
歌いたい曲を選ん
でもらっています。
青春時代をともに

過ごした『青い山脈』や童謡『ふるさと』などさまざ
まなリクエストがあります。対面で演奏すると、会場
の雰囲気を感じ音程やテンポの調整ができるので、自
分の勉強にもなります」と縣さん。認知症の人も、曲
が流れると生き生きと歌いだすことが多いそうです。
「皆さんが楽しそうに歌う姿を見たり、『また来てく
ださい』と声をかけられたりすることが本当にうれし
いです」とやりがいを語ります。
「今はコロナの影響で訪問する機
会が少なくなっていますが、いつ
かは仲間と一緒に１カ所で集まっ
て歌える場を作ってみたいと思い
ます」と語ってくれました。

縣
あがた

　政四さん（72歳・公文名４）

susonobito No.27
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オリンピック聖火リレー

　国内では、３月25日㈭に福島県から始まった東京
2020オリンピック聖火リレー。市内では、６月25日
㈮に行われます。オリンピック聖火リレーは、ギリ
シャ・オリンピアの太陽光で採火された炎を、ギリ
シャ国内と開催国内とでつなぎます。リレーでつなが
れた聖火は、開会式で国立競技場の聖火台に点火され
ます。

産業振興課
　オリンピック・パラリンピック推進室　995-1825

６月25日㈮
　14時38分～15時21分（予定）
運動公園陸上競技場→トヨタ自動車東富士研究所前
　第２駐車場

●県内に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、県独
自の不要不急の外出自粛要請・イベント自粛要請が
発出された場合は、聖火リレーが取りやめとなる場
合があります。
●聖火リレーの様子は、NHKのライブストリーミン
グ映像でご覧ください。
https://sports.nhk.or.jp/olympic/torch/

運動公園スタート！12人が走行

東京2020

聖火リレーに伴う交通規制
6月25日（金）12時50分～15時50分（予定）

実施区間／運動公園から東名裾野ICまでの聖火リレールートとその周辺

●交通規制区間と周辺道路は、
長時間にわたり混雑が予想
されます。迂回のご協力を
お願いします。

●交通規制区間では、居住者
であっても車両での通行、
横断はできません。

●交通規制区間では、自転車
や歩行者の通行、横断も制
限されます。現場の警察官
や警備員の指示に従ってく
ださい。

●国道246号から東名裾野
IC方面への車両の進入は
できません。
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投票日
６月20日㈰　７時～20時
※第16投票区（十里木高原集会所）は19時まで

投票できる人
　当市で投票できる人は、次の全ての条件を満たす人
です。
・平成15年６月21日以前に生まれた人で、日本国籍

がある人
・令和３年３月２日以前から引き続き当市の住民基本

台帳に記載されている人
※令和３年３月３日以降に県内他市町から裾野市に転

入した人は、前住所地の選挙人名簿に登録がある場
合、前住所地で投票できます。その場合、引き続き
居住証明書が必要となりますので、市民課にお尋ね
ください。

期日前投票
　事情があって６月20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。
　入場券裏面の期日前投票宣誓書（兼投票用紙請求
書）に必要事項をあらかじめ記入し、期日前投票所へ
お越しください。

６月４日㈮～19日㈯　８時30分～20時
市役所４階（土・日曜日は１階）

※６月19日㈯は、生涯学習センター１階でも投票で
きます。
新型コロナウイルス感染
症を懸念する理由でも期
日前投票を利用できます。
その場合は、入場券裏面
の事由番号は６号を選択
してください。

投票所での新型コロナウイルス感染症対策
①投票所では選挙人の皆さんが安心して投票できるよ

うに、職員のマスク着用、手指消毒の徹底、記載台
の消毒や換気などの感染症対策を行います。

　　通常の鉛筆のほか、使い捨ての鉛筆も用意します。
②投票所での密を避けるために、期日前投票を積極的

にご利用ください。期日前投票所は、選挙期日から
遠い日（早い時期）、休日より平日、午前よりも午
後が空いている傾向です。４年前の前回選挙では、
投票者の約70％が当日投票所を利用していて、16
日間ある期日前投票所は空いている傾向です。

　　投票所にお越しの際は、マスクの着用など感染症
予防対策へのご協力をお願いします。

【県知事選挙　期日前投票の混雑予想】

選挙情報は市公式ウェブサイトに掲載
　開票は６月20日㈰21時から市民体育館で行います。
投開票速報は市公式ウェブサイトでお知らせします。
　そのほかの投票方法などについては市公式ウェブサ
イトでお知らせしています。
　　　　
　　　　市公式ウェブサイト
　　　　選挙関係ページ

６月20日㈰は県知事選挙投票日
期日前投票は６月４日㈮から19日㈯まで

　有権者には事前に投票所入場券（はがき）を送ります。投票日当日は、
入場券に記載されている投票所で投票できます。当市の選挙人名簿に登録
があれば、入場券が届かない場合や紛失した場合でも投票することができ
ます。投票所の係員にお申し出ください。

選挙管理委員会
　（行政課）995-1807

月日 6/4
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８時30分～９時

９時～10時

10時～11時

11時～12時

12時～13時

13時～14時

14時～15時

15時～16時

16時～17時

17時～18時

18時～19時

19時～20時

前回の県知事選挙の期日前投票記録からの混雑予想

混雑なし
1時間当たり30人未満

やや混雑
1時間当たり30人〜59人

混雑
1時間当たり60人以上
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投票時間 ７時〜 20 時

投 票 所  ★印が投票所の場所です。入場券に記載された投票所で投票してください。

第１投票区 第４投票区第２投票区 第３投票区

第５投票区 第８投票区第６投票区 第７投票区

第９投票区 第 12 投票区第 10 投票区 第 11 投票区

第 13 投票区 第 16 投票区第 14 投票区 第 15 投票区

※第 16 投票区の投票時間は 7 時〜 19 時
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雨が続いたら土砂災害に警戒を
スマートフォンで防災情報をキャッチ

自宅周辺の危険な箇所を確認
　土砂災害の恐れのある地区は土砂災害警戒区域（イ
エロー）や土砂災害特別警戒区域（レッド）に指定さ
れています。自宅周辺に危険箇所があるかどうかは、
全戸配布した防災ハザードマップ（令和２年３月作
成）で確認してください。市公式ウェブサイトで確認
できます。

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

雨が降り続いたら土砂災害警戒情報に注意
　土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危
険が高まったときに発表される防災情報です。まも
メールや防災行政無線、テレビなどで確認できます。
身の危険を感じたら、自らの判断で安全な場所に避難
しましょう。
●区の避難所に避難（集会場など）
●市指定避難所に避難
●近くの堅固な建物に避難
●自宅の２階以上の崖から離れた場所に避難

「まもメール」に登録を
　緊急情報メール配信サービス「裾野市まもメール」
は、事前に登録されたメールアドレスに緊急情報を配
信します。配信する緊急情報は、不審者情報・犯罪情
報・行方不明情報・自然災害緊急情報・J-ALART情
報の５種類で、登録された情報のみ配信します。
登録方法
二次元コード読み取り機能搭載の携帯端末から登録
　二次元コードを読み取り、
画面の指示に従って登録
作業を進めてください。

二次元コード読み取り機能のない携帯端末またはパソ
コンから登録
　お持ちの携帯端末またはパソコンから市公式ウェブ
サイトの登録画面にお進みください。

http://www.city.susomno.shizuoka.jp/
　kurashi/6/1/3226.html

県内の防災情報をお届け
スマートフォンを使って防災情報をキャッチ
　県では令和元年６月１日から、スマートフォン向け
総合防災アプリ『静岡県防災』の運用を開始しました。
各種緊急情報の通知から、ハザードマップの確認、平
時の防災学習や避難トレーニングまで災害時に幅広く
役立つ機能を備えています。また、外国人にも使って
いただけるよう多言語対応となっています。※インス
トール時の言語設定によります。

https://www.pref.shizuoka.jp.bousai/
　application.html

　長雨の時期は大量の水分が土に染み込み、土砂災害が発生する危険性が
高くなります。日ごろの備えと早めの避難を心掛け、土砂災害の被害を防
ぎましょう。

危機管理課
　995-1817

2021.6
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　毎月20日に、市民無料相談を行っています。相談
の秘密は厳守します。偶数月は行政相談、司法書士相
談、人権相談、資格団体相談を、奇数月は、弁護士に
よる法律相談、行政相談、司法書士相談を行っていま
す。弁護士相談には事前に予約が必要です。　※20
日が土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日
行政相談
　市に２人いる行政相談委員が、行政（国、県、市な
ど）への意見、要望、問い合わせなどに応じます。

毎月20日　10時～12時
　※偶数月のみ13時～15時にも実施します。

行政相談委員

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（空き家含む）、遺言、相続、各種登記、
成年後見業務、社会保険労務などに関する相談に、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、建築士が応じます。

10時～12時

弁護士による法律相談
　弁護士が各種法律相談に応じます。相談に予約が必
要です。相談時間は、１組20分までです。

10時～12時
６組（先着予約順）
開催月に戦略広報課で予約してください。
戦略広報課　995-1802

市民無料相談を開催
各分野の専門家が相談に対応

　富士山南東消防組合職員は、市民・住民の安心・安
全を守るため、ワンチームで日々災害対応や訓練に取
り組んでいます。令和４年度から新たにチームの一員
となる職員を募集します。

受験資格と採用予定人数
試験
区分

受験資格
※それぞれ令和4年3月卒業見込みを含む

採用
予定数

大学卒 平成7年4月2日以降に生まれた人で、大学を
卒業した人または同等と認められる人

若干名短大卒 平成9年4月2日以降に生まれた人で短期大学
を卒業した人または同等と認められる人

高校卒 平成11年4月2日以降に生まれた人で、高校
を卒業した人または同等と認められる人

試験申し込み
申込書配付／７月９日㈮～８月13日㈮
申込書配付場所／富士山南東消防本部総務課、裾野消

防署、長泉消防署
申込方法／申込書に必要事項を記入し、消防本部総務

課に提出してください。　※郵送可
７月30日㈮～８月13日㈮
申込書は富士山南東消防本部ウェブサイトでもダウ
ンロードできます。

一次試験
９月19日㈰
三島消防庁舎（三島市南田町）
教養試験、作文試験、適性検査など
富士山南東消防本部総務課　972-5801

６月６日㈰～12日㈯は危険物安全週間です
危険物安全週間推進標語

「事故ゼロへ　トライ重ねる　ワンチーム」

富士山南東消防組合の職員募集
試験申込書は７/９㈮から配付開始

勝又 紀子さん（切久保） 芹澤 隆伸さん（中丸下）
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令和２年中の所得に課税
　令和３年度に課税する市・県民税の額は、令和２年
１月から12月までの所得を基に計算しています。今
年度は、給与所得・公的年金等にかかる雑所得の、所
得控除額、基礎控除額、非課税基準額などが変更に
なっています。所得計算や控除の詳しい内容は、納税
通知書や、市公式ウェブサイトで確認してください。
※非課税の人には納税通知書を発送しません。次に該
当する人は、非課税です。
●障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当し、合

計所得金額が135万円以下
●扶養している人がいない場合、合計所得金額が38

万円以下
●扶養している人がいる場合、合計所得金額が28万

円×(１+扶養の人数)+26万８千円以下

第１期の納期限は６月30日㈬
　１年分の税額は４期に分かれています。各納期限ま
でに必ず納めてください。口座振替の場合は、各納期
限に引き落としを行います。新しく口座振替を希望す
る人は、納税通知書の最後の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、税務課か
金融機関へ提出してください。
納期限／第１期▶６月30日㈬
　　　　第２期▶８月31日㈫
　　　　第３期▶１１月１日㈪
　　　　第４期▶令和４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・県民税は、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希望すると、支払い方法を切り
替えられます。会社に納税通知書を提出し、相談して
ください。

公的年金からの天引き
　令和３年４月１日㈭時点で65歳以上の公的年金受
給者で、前年中の年金所得に市・県民税が課税される
人は公的年金から天引きされます。ただし、次のいず
れかに該当する人は対象になりません。
●公的年金の年額が18万円未満の人
●所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者

医療保険料、市・県民税の年金から天引きされる金
額の合計が年金より多くなる人

●介護保険料が公的年金から天引きされていない人
公的年金以外の給与、不動産、事業所得などから計
算した分の市県民税は、年金からの天引きになりま
せん。また、年度途中で市・県民税の金額が変更に
なった場合などは、年金からの天引きは中止になり、
納付書または口座振替での支払いに切り替わります。

令和３年度からの新しい納付方法
　令和３年度から、PayPayを利用したスマートフォ
ン決済、クレジットカード、ネットバンキングで納付
ができるようになりました。決済方法や注意事項は市
公式ウェブサイトか納税通知書に同封するチラシをご
確認ください。
※LINEPayは、LINE株式会社が個人情報の取り扱い
について問題を指摘されたことを受けて導入を延期し
ています。
システム利用料
　クレジットカード納付とネットバンキング決済は、
納付金額に応じて別途システム利用料が必要です。
クレジットカード納付（税込み）

納付金額 手数料
１円〜10,000円 110円

10,001〜20,000円 220円
20,001円〜30,000円 330円
※以降10,000円ごとに110円を加算

ネットバンキング決済（税込み）
一律165円

令和３年度市民税・県民税
納税通知書を６/11日㈮に発送

　市民税・県民税（以下市・県民税）は、毎年1月1日時点の住所地で課税
しています。納税通知書が届いたら、課税の内容を確認してください。

税務課
　市民税係　　995-1810
　管理納税係　995-1811

2021.6
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　65歳以上の人が対象の新型コロナウイルスワクチ
ンの集団接種を行っています。接種は無料で、予約が
必要です。２回分の予約と接種をお願いします。

接種の対象
昭和32年４月１日以前に生まれた人（令和３年度
中に65歳に達する人）※接種は任意です。

予約方法
　新型コロナウイルス予約相談センターへ電話するか
予約サイトにアクセスして予約してください。電話・
サイトがつながりにくい場合は、時間をおいて手続き
してください。
予約相談センター／0570-075673（市民向け番号・

ナビダイヤル）　※通話料がかかります。
　受付時間▶平　日８時30分～18時
　　　　　　土曜日８時30分～17時
予約サイト／https://v-yoyaku.jp/
　220002-2shi2cho

２回目の接種は、１回目から３週間以上空けて予約
してください。６・７月の追加日程、8月の日程・
予約については、封書（郵送）、市公式ウェブサイ
トなどでお知らせします。

接種当日の注意事項
接種券（台紙からはがさずにお持ちください）、必
要事項を記入した予診票、接種前４日間記録した体
温記録表、体温計、身分確認ができるもの、水分補
給ができるもの

・肩を出しやすい服装でお越しください。
・混雑を避けるため、受付時間前の来場はご遠慮くだ

さい。
その他
・基礎疾患がある人は事前に医師に相談してください。
・予約をキャンセルする場合は、予約相談センターへ

電話するか予約サイトにアクセスして手続きをして
ください。
健康推進課　992-5711

　運動不足になり生活リズムが乱れていませんか。無
理のない範囲で体を動かすことで気分転換にもなり、
食生活や睡眠の質も向上します。
　毎週火・金曜日にウォーキング事業を実施します。
申し込みは不要です。また、福祉保健会館開催日の内
月２回、雨天でも室内運動を開催します。

コース／①福祉保健会館発着コース（火曜日開催）
　②ベルシティ裾野発着コース（金曜日開催）
申込方法／当日会場へお越しください。
受付時間／いずれも９時～10時
※毎回違ったコースを歩き、11時までに戻ります。
※すそのマイレージ対象事業です。

健康推進課
　992-5711

上半期日程表

※☆印の日は、雨天時に室内運動を行います。（受付
時間：９時～９時15分、実施時間９時15分～10時）

※金曜日は『うれしい完歩賞』付きです。

寄り道ウォーキング ㈫・㈮に実施
無理のない運動で心も体もリラックス

65歳以上の新型コロナワクチン接種
接種は２回、予約が必要です。

ベルシティ裾野発着
（金曜日開催）

４日

11日

18日

25日

２日

９日

30日

福祉保健会館発着
（火曜日開催）

６月

１日☆

８日

15日

22日☆

29日

７月

６日☆

13日

20日

27日☆
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Photograph

　５月６日㈭から31日㈪まで実施した『がんばる富
士山の裾野市！PayPayの対象店舗で最大20％戻って
くるキャンペーン！第３弾』を前に、市役所でキャッ
スレスセミナーが開催されました。スマートフォンを
片手に決済方法やチャージ方法を学んだ参加者たちは
「操作方法も難しくなくて便利ですね。さっそく使っ
てみたいです」と話していました。

私もキャッシュレスに挑戦　　 （４月25日）

　ヘルシーパーク入口付近にあるパノラマ優花の里で
は、菜の花が見頃を迎えていました。この日は菜の花
の黄色いじゅうたんを前に大きな富士山が顔を見せ、
散策をしたり写真を撮ったりする人の姿も見られまし
た。

菜の花畑と富士山 （４月23日）

　市広報特派員の委嘱状交付式が市役所で行われ、市
長から10人に委嘱状が手渡されました。市内で行わ
れるさまざまな事業やイベントなどに出席し、広報紙
やSNSなどで市の魅力を伝えていきます。特派員が
取材に訪れた際は、協力をお願いします。

10 人の広報特派員に委嘱状交付 （４月20日）

　中央公園にある五竜の滝に、今年もこいのぼりが飾
られました。連休中のこの日は絶好の晴天に恵まれ、
約90匹のこいのぼりが青空の下で気持ちよさそうに
泳いでいました。中央公園には子ども連れや初めてこ
いのぼりを見に来たという人などが訪れ、静かな賑わ
いを見せていました。

特派員：村井 藍・中村 隆司

五竜の滝でこいのぼりが元気に泳ぐ　（５月２日）
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フォトグラフ

　東京2020オリンピック・パラリンピック開催を前
に、須山地区研修センターで地元説明会が実施されま
した。須山地区は自転車競技ロードレース（男子）の
コースになっており、地区住民や事業所関係者などが
参加。当日の運営や交通規制の状況などを確認してい
ました。

特派員：杉本 武滿

オリンピック開催を前に
須山地区で説明会 （５月11日）

すそのんと一緒にハイ、ポーズ （５月８日）

　東地区の６つのお店にすそのんが訪れ「すそのんと
わくわく撮影会」が開催されました。家族でお店に
やって来た子どもたちやすそのんファンは、すそのん
の登場に大喜び。買い物や食事とともに、すそのんと
の触れ合いを楽しんでいました。

特派員：小林 建次

　生涯学習センターで特別講座『富士山噴火が作り上
げた屏風岩・景ヶ島渓谷』が開催され、約20人が参
加しました。県富士山世界遺産センター教授の小林淳
さんが、赤色立体図などを用い、地質や火山学の視点
から屏風岩や景ヶ島渓谷の魅力を語りました。前日の
雨の影響で現地見学は中止となりましたが、参加者た
ちは精密な立体図を興味深そうに眺めていました。

レクリエーション感覚で心地よい汗（５月16日）

　市スポーツ祭レクスポ大会が市民体育館で開催され
ました。ペタボード、輪投げの２種目に幅広い世代の
52人が参加。２種目とも気軽に楽しめる競技であり、
仲間とともにレクリエーション感覚でプレーを楽しん
でいました。

裾野の大地に隠れた魅力を学ぶ （５月23日）
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その１　入らない！
　演習場内では、射撃訓練や爆破訓練を行っているた
め、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の演習場内への立ち入りは、禁
止されています。
その２　さわらない！
　演習場内で不発弾らしきものを発見した場合は、非
常に危険ですので絶対に触らないでください。
その３　まず連絡！
　演習場で不発弾らしきものを発見した場合は、すみ
やかにその場所を陸上自衛隊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、最寄りの警察署へ
連絡してください。

陸上自衛隊富士学校　0550-75-2311
　平日▶演習場管理課（内線2291）
　土・日曜日、祝日▶駐屯地当直（内線2302）

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

※不発弾は、いろいろな種類や形があり、処理
を行うには専門的な技術が必要です。

　今後、予想される巨大地震から一人でも多くの市民
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。支援制度を活用し、耐震
補強を進めましょう。

木造住宅の耐震補強までの流れ
①専門家の耐震診断（無料）

市が派遣する専門家（静岡県耐震補強相談士）によ
る耐震診断

　　　　　倒壊の可能性があると
　　　　　診断された場合

②耐震補強工事（補強計画一体型） 　　
補助金の上限額　1棟100万円
(高齢者のみ世帯等　1棟120万円)
※工事費の8割が限度　

危険なブロック塀は撤去を
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等を行う場合、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で、
道路境界に面し、高さ60ｃｍ超えるもの。

まちづくり課　995-1856

昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震補強を
自分の生命は自分で守る　プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）－０
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Information

おしらせ
児童手当の支給
　６月は児童手当の更新手続きの
月です。受給資格者に６月上旬に
現況届を送ります。忘れずに手続
きを行ってください。
支給時期／６月、10月、２月の

10日（土・日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給額（月額）／●３歳未満▶
15,000円●３歳～小学生（第
１・２子）▶10,000円●3歳～
小学生（第3子以降）▶15,000
円●中学生▶10,000円●所得
が制限額を超えている人の児童
▶5,000円　※４か月分まとめ
て支給します。

支給方法／指定口座に振り込み
請求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。
子育て支援課　995-1841

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。雨天時は学
習会を行います。

７月11日㈰　９時30分～12時
　※雨天時　９時30分～11時

富士山資料館周辺 ※雨天時館内
小学４年生以上の人
大森紀行氏
300円
飲み物　カメラ（任意）

第２駐車場をご利用ください。
富士山資料館　998-1325

市制施行50周年記念事業
富士山資料館特別展
　須山口登山道、富士山信仰、さ
まざまな登山者の様子と問題に迫
る展示をします。

７月10日㈯～10月31日㈰
　※月曜日（祝日を除く）と祝日の

翌日（土・日曜日を除く）は休館
日です。
富士山資料館特別展示室
須山口富士山信仰と登山者の動き
おとな210円、小・中学生100円
７月10日㈯10時30分と14時に
外部講師による展示解説を行い
ます。
富士山資料館　998-1325

母子（ひとり親）家庭等
医療費助成制度
　ひとり親家庭などの医療費を市
が助成します。

20歳の誕生日前日までの子が
いる所得税非課税世帯（同居人
も含む）で、母子家庭の母と児
童、父子家庭の父と児童、父母
のない児童のいずれかに当ては
まる人
対象者全員の保険証の写し、口
座のわかるもの　※１月２日㈯
以降に転入した人は令和２年分
の源泉徴収票、確定申告書の控
え、または令和３年度課税（非
課税）証明書
市役所１階子育て支援課へ用紙
を提出してください。

●受給者証の更新
　６月は更新月です。６月中旬を

目途に申請書を郵送します。
旧受給者証、対象者全員の健康
保険証の写し　
市役所1階子育て支援課へ用紙

を提出してください。
申請書到着前でも申請すること
ができますが、その場で新しい
受給者証の発行ができません。
子育て支援課　995-1841

テレワーク対応
リフォーム補助制度
　県では、テレワークをはじめと
した新しい生活様式に対応した既
存住宅の改修工事に要する費用を
助成します。

リフォーム工事を実施する個人
の居住者か居住予定者
住宅内に新しくテレワークス
ペースを確保するための改修工
事に要した費用の半額

　※上限35万円
９月30日㈭

県住まいまちづくり課
　054-221-3084
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実施し
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20日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区）
20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人
７月１日㈭から上下水道工務課
で配布される受験願書に必要事
項を記入し提出してください。
７月15日㈭～７月30日㈮

受験手数料／4,000円
詳細は、県下水道協会のウェブ
サイトをご確認ください。
県下水道協会　054-251-2870

　新型コロナウイルス感染症
対策のため、掲載したイベン
トや講座などを中止・延期す
る場合があります。
　詳しくは、市公式ウェブサ
イトをご覧になるか、問い合
わせ先に確認してください。
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Information

おしらせ
依存相談のお知らせ
　薬物、アルコール、ギャンブル
などの依存に関する相談を受け付
けます。秘密は厳守します。

６月２日㈬　10時～12時
東部総合庁舎（沼津市高島本町）
相談日の前日までに電話で予約
してください。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
男性介護者交流会

７月10日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館２階老人福祉セン
ター
男性介護者、介護医療福祉関係
の男性
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
浄化槽法定検査未受検者への
受検案内
　浄化槽法第11条に基づく法定
検査を実施していない人へ、県が
受検案内（ダイレクトメール）を
送付します。検査を実施していな
い人は受検し、浄化槽の適切な管
理をお願いします。
送付時期／６月～８月
検査機関／（一財）静岡県生活科

学検査センター
　TEL 054-621-5863

浄化槽法第11条に基づく法定
検査は、浄化槽から排水される
水質の検査などで浄化槽が正常
に機能していることを確認する
ものです。毎年1回実施する必
要があります。
県東部健康福祉センター

　生活環境課　920-2136
富士山世界遺産登録8周年記念
富士山資料館入館料無料
　来館した先着100人にブックカ
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

住民票などのコンビニ交付の停止
　システムメンテナンスのため各種
証明書のコンビニ交付が利用でき
ません。証明書が必要な人は市役
所または各支所で取得してください。

６月10日㈭
税務課　995-1811

高次脳機能障害医療等総合相談　
　医師やソーシャルワーカー、作
業療法士、精神保健福祉士、家族
会が、高次脳機能障害に関する相
談に応じます。

７月12日㈪　13時30分～16時
30分
東部総合庁舎（沼津市高島本町）
相談日の前日までに電話で予約
してください。

県東部健康福祉センター
　920-2087
「裾野長泉斎苑 麗峰の丘」の
火葬予約
　７月１日㈭から使用を開始する
『裾野長泉斎苑 麗峰の丘』は、利
便性向上のため、24時間インター
ネットで空き状況を確認できる管
理システムを導入します。火葬の
予約は、事前に利用登録した葬祭
業者がシステムで行います。死産、
身体の一部などの火葬で、葬祭
業者を通さない場合、斎苑の予約、
使用申請は市民課（995-1812）
へお願いします。
●火葬時の各室の予約
待合室（54人×4室、36人×1室）

／火葬の待ち時間に無料で使用
できます。予約は不要です。

多目的室（1室）／直葬など最期
のお別れの場として使用できま
す。使用日時の予約は、火葬と
合わせて行ってください。

　使用料▶2時間1,000円
霊安室／使用日時の予約は、火葬

と合わせて行ってください。
　使用料▶24時間5,000円

使用料が発生した場合は、火葬
当日に斎苑でお支払いください。
生活環境課　995-1816
https://www.susononagaiz
umisaien.jp

　※６月25日㈮から公開します。
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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

６月30日㈬
施設点検のためごみの直接持ち
込みができません。
美化センター　992-3210

市指定給水装置工事事業者の廃止
　次の業者を廃止しました。
●㈲アサヒ住設

今里736番地
TEL 997-3933

上下水道工務課　995-1834
にこにこキャラバン
　民生委員・児童委員（主任児童委
員）と楽しいひと時を過ごしてみませ
んか。

６月15日㈫　10時～11時
北児童館
未就園児とその保護者
読み聞かせ劇　はなぶえ
民生委員児童委員協議会

　（長澤）992-2201
弁護士による無料法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談には予約が必要です。

７月20日㈫　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
７月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

国保高齢受給者証の送付
　７月１日から対象となる人に、
６月中旬に国民健康保険被保険者
証兼受給者証を郵送します。

昭和26年６月２日～７月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

年金相談
　年金事務所の派遣相談員が、諸
届の受け付けや手続きの相談に応
じます。

７月29日㈭　10時～15時
市役所1階市民相談室
16人程度（先着順）
７月15日㈭
国保年金課　995-1813

広報すその5月号の訂正とお詫び
　広報すその５月号16ページに
掲載した自転車競技ロードレース
の観戦者募集記事で募集の対象者
に誤りがありました。訂正しお詫
びします。
誤(訂正前）／県内に住んでいる人
正(訂正後）／居住地による制限は　

ありません。
オリンピック・パラリンピック
推進室　995-1825

４月１日付で、小林浩文
氏が副市長に就任しまし
た。任期は、令和７年３月
31日までの４年間です。

４月１日付で、岩佐晃伸
氏が教育長に就任しまし
た。任期は令和６年３月
31日までの３年間です。

副市長に小林浩文氏

教育長に岩佐晃伸氏
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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
申込方法　 申込期限・申込期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 住所　 Mail　 Web　

納付期限：６月30日㈬
市県民税	 第１期分

水道料金・下水道使用料 第２期分

６月の税金・料金

人口 50,736人
男性 25,727人　女性 25,009人

人口統計　５月１日現在募　集
準高地トレーニング実証実験
報告会
　市スポーツツーリズム推進協議
会が静岡大学と連携して行った、
準高地トレーニングの効果を医科
学的に検証する実証実験の報告会
を行います。どなたでも参加でき
ます。

６月30日㈬　18時～19時30分
生涯学習センター学習ホール
準高地トレーニング実証実験の
概要・成果・課題
杉山康司氏（静岡大学教育学部
教授）
産業振興課　995-1825

県営茶畑団地入居者
　県営茶畑団地Ｂ棟の建て替え住
宅の入居者を募集します。

県営茶畑団地Ｂ号棟　５階建て
（エレベーター付き）26戸
６月10日㈭～６月18日㈮
●入居は９月1日㈬以降で公社
が指定する日

　●詳しくは県住宅供給公社へお
問い合わせください。

県住宅供給公社　920-2271

しずおか市町対抗駅伝合同強化
練習会
　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。当日
会場にお越しください。

①６月20日㈰　 ９時～11時
　②７月 ３日㈯　17時～19時
　③８月 ８日㈰　 ９時～11時
　④９月19日㈰　17時～19時

①②④運動公園陸上競技場③
水ヶ塚
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
市チームコーチが、陸上競技
（中・長距離）の指導を行いま
す。
10月以降も開催します。
生涯学習課　992-6900

受付時間：8時30分〜17時

5日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

6日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

12日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

13日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

19日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

20日㈰ 山崎設備
☎997-6766

26日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

27日㈰ 工管設
☎993-1603

※工事・修理は有料

６月の水道工事当番店
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市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

６月
7日㈪・14日㈪・21日㈪〜30日㈬休館日

一般書
	 ●初詣で　著：佐伯泰英　文藝春秋

	 ●オオカミ県　文：多和田葉子　絵：溝上幾久子　論創社

	 ●蝶として死す　平家物語推理抄
  著：羽生飛鳥　東京創元社

	 ●白鳥とコウモリ
  著：東野圭吾　幻冬舎

	 ●過ぎにし夏、マーズ・ヒルで
  著：エリザベス・ハンド　東京創元社

児童書
	 ●富士山のまりも
	 	 夏休み自由研究50年後の大発見
  文：亀田良成　絵：斉藤俊行　福音館書店

	 ●富岡製紙場　生糸がつくった近代の日本
  写真・文：田村仁　福音館書店

	 ●はりねずみのルーチカ　10　にじいろのたまご
  作：かんのゆうこ　絵：北見葉胡　講談社

	 ●うさぎタウンのおむすびやさん
  作：小手鞠るい　え：松倉香子　講談社（わくわくライブラリー）

	 ●さいごのゆうれい
  著：斉藤倫　福音館書店

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
せかいいちの名探偵
著者：杉山　亮　出版社：偕成社
　犯人を予想するところや犯人が分かるまで、推理をするのが
面白くておすすめです。
　犯人が当たると名探偵の気持ちになれます。

行事予定

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
 16日㈬ ９時〜12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室

臨時休館のお知らせ
　鈴木図書館と文化センター図書室
で蔵書点検を行います。
次の期間は休館します。

６月22日㈫〜30日㈬

図書館利用者

小嶋　琉
る り か

梨香さん
（11歳・石脇）
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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

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 白石医院 951-4593 市道町 クボタ小児科 975-7984 泉町

2 ㈬ 旭医院 966-0031 原 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

3 ㈭ 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

4 ㈮ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

5 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 桜ヶ丘
こどもクリニック 983-0833 谷田

6 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

なおきクリニック 929-8555 東椎路 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

7 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

8 ㈫ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
　藤井原

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

9 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 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

10 ㈭ 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

11 ㈮ 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 田中医院 921-2053 高島町

12 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

13 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 守重医院 931-2511 我入道
江川

きせがわ病院 952-8600 大岡 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

14 ㈪ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 大沢医院 931-1019 御幸町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

16 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 松原医院 962-1496 白銀町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

17 ㈭ 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

18 ㈮ 森医院 966-2017 石川 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

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 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

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

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
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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 ㈪ 森本神経内科

クリニック 976-5221 竹原 東医院 921-5520 高沢町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

22 ㈫ 柿田川医院 973-3601 柿田 さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

23 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

25 ㈮ 森岡医院 962-1084 大岡 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

26 ㈯ さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 函南平出クリニック 978-1366 函 塚本

27 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田

あきやまクリニック 986-6000 下土狩 田中医院 921-2053 高島町

あめみや内科 935-1159 吉田町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

28 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 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

29 ㈫ 久道医院 986-6387 中土狩 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

30 ㈬ 杉山病院 963-4114 錦町 白石医院 951-4593 市道町 西村医院 971-6510 下土狩

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

6 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

永井眼科
980-1777 萩

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

13 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

沼津市立病院
924-5100 東椎路

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

20 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

太田歯科医院
972-1318 長沢

27 ㈰ 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

岩端医院
962-1368 大手町

しんあい歯科医院
973-6686 伏見

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町　函函南町

※三島メディカルセンターの診療開始時間
　６月15日㈫・22日㈫▶18時〜
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成長中！

小野寺 糸
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人さん
（３歳・南堀） 小沼 蓮
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（２歳11カ月・南堀）
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（３歳・御宿新田）
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都さん
（３歳・千福）
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●乳幼児健康相談
14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

●すくすく授乳相談
８日㈫・22日㈫　14時～16時
授乳に関する相談を希望する人

●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
23日㈬　13時30分～15時50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
７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
９日㈬　９時30分～11時
令和２年12月生まれの人

●１歳６か月児健康診査
15日㈫　12時45分～
令和元年11月生まれの人

●３歳児健康診査
17日㈭　12時45分～
平成30年５月生まれの人

※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。

全て事前予約制になります。
　参加を希望する人は、健康推進課へお申し込みください。


