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すこやかタウン

　裾野赤十字病院に勤務する看護師の杉本さんは、熱
海市伊豆山地区で発生した土石流災害により避難を余
儀なくされた被災者のこころの支援のため、７月13
日㈫から15日㈭まで「こころのケア班」の一員とし
て現地に派遣されました。こころのケア活動は日本赤
十字社の取り組みで、平成７年の阪神・淡路大震災を
契機に、災害時の心の問題が浮き彫りとなったことか
ら、災害時の救護活動の一環として取り入れられたも
のです。
　「現地ではホテルが避難所として使われていました。
私たちが訪れたときは災害発生から10日以上経過し

ていましたが、まだ
500人ほどの人が避難
所を頼りにしていまし
た」と、到着時の様子
を語ります。
　避難所では被災者一

人一人に寄り添いながら、不安や悩みに耳を傾けまし
た。「話をしていく中で感じたことは、子どもも親の
不安や心配を感じ取り、影響を受けているということ
です。その場合はまず母親に話しかけ、不安な気持ち
を和らげることに努めました。『話を聞いてくれたお
かげで落ち着きました』という声を聞くと、少しは力
になれたかなと思います」と、活
動を振り返りました。
　今後については「今回得た経験
を、研修会などを通じ他の職員に
も伝えていきたいです」と語って
くれました。

杉本 美穂子さん（46歳・金沢）

susonobito No.29

表紙　Front cover

　７月７日㈬、女子自転車競技
チーム「High Ambition」の
メンバーが須山中学校を訪れ、
自転車ロードレースの魅力を伝
える出前講座が行われました。
生徒たちは夢や目標を持つこと
の大切さを学びました。

夢中になることを極めよう
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一般会計補正予算（第5回・第6回）

　既定の予算総額に3,900万円を追加し、歳入歳出予
算額をそれぞれ202億7,200万円としました。
●新型コロナウイルス感染症
　生活困窮者自立支援金給付事業（300万円）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
中、緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世
帯に、国の制度により支援金の給付を行います。

●東小学校維持修繕事業（1,500万円）
安全確保のため、校舎のクラックの補修などの修繕
工事を行います。

企業版ふるさと納税
地方創生特別会計補正予算（第1回）

　既定の予算総額に130万円を追加し、歳入歳出総額
をそれぞれ7億5,830万円としました。企業版ふるさ
と納税の申し出があったので、その受け入れとともに、
企業版ふるさと納税地方創生基金に積み立てます。

議　案

●固定資産評価審査委員会委員の選任について
８月31日に任期満了となる大庭法男委員を引き続
き選任することについて同意されました。

●市営住宅条例の一部を改正することについて
市営住宅に優先的に先行して入居させることができる

対象者に『20歳未満の子を扶養しているひとり親』を追
加するため、条例を改正しました。

●介護保険条例の一部を改正することについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減
少が見込まれる場合などに減免の対象となる保険料
の納期限を令和４年３月31日までに変更するため、
条例を改正しました。

●斎場条例を廃止することについて
７月１日から、裾野市長泉町衛生施設組合が『裾野
長泉斎苑 麗峰の丘』を運営しています。これに伴
い市斎場を閉鎖するため、斎場条例を廃止しました。

●市道路線の廃止について
跨道橋の撤去により、１路線を廃止しました。

●建設工事委託変更契約の締結について
東名千福橋の撤去工事の委託契約について、工事完
了に伴う工事費の確定により、16,937,890円減額
し、316,381,910円で変更契約をすることが可決
されました。

条例改正や補正予算など
17議案を審議

市議会６月定例会

特集

　市議会6月定例会が、6月8日㈫から
6月24日㈭までの17日間の日程で行
われました。条例改正や補正予算など
17案件が審議されました。主な議案
を紹介します。

東名千福橋撤去工事東名千福橋撤去工事
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住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象

　住宅を新築したり、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るため、詳しくは税務課へご相談ください。

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日以前に建てられた住宅について、
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軽減されます。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、住宅地震改修証明

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わかるもの）、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日以前に建てられた住宅（床面積
280平方メートル以下）について、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軽減されます。
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
　新築した日から10年以上経過した住宅（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

※住宅改修にかかる固定資産税減額申告書は市公式
ウェブサイトからダウンロードできます。

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
（年少児）

平成30年４月２日から平成31年４月１日
までに生まれた幼児

４歳児
（年中児）

平成29年４月２日から平成30年４月１日
までに生まれた幼児

５歳児
（年長児）

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

募集人員
　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／30人
●西幼稚園／30人　　　●須山幼稚園／24人
●深良幼稚園／24人
※４・５歳児は園ごとに入園できる人数が異なります。

また、応募人数が10人に満たない場合は、複式学
級または複々式学級になることがあります。
入園の申し込み
申込書配布期間／８月23日㈪～９月３日㈮
申込書受付期間／８月30日㈪～９月３日㈮
※配付・受付時間▶︎９時～17時

入園を希望する幼稚園
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16日㈭の午前中に市
民文化センターで行います。抽選の有無は、各幼稚園
の入口などに９月８日㈬から15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。申込時に日時を予
約してください。
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25日㈪・26日㈫

西幼稚園
992-5200 10月26日㈫・27日㈬

深良幼稚園
997-3598 10月19日㈫

富岡第一幼稚園
997-1277 10月19日㈫・20日㈬

須山幼稚園
998-0096 10月13日㈬

預かり保育
　14時から15時までの１時間、子どもを有料で預か
る預かり保育を全園で実施しています。
　年齢や各園の予定によって預かることのできる日は
異なります。詳しくは、８月23日㈪から配布する入
園申込書に同封する案内をご確認ください。

令和４年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込書配付期間：8/23㈪～9/3日㈮、申込書受付期間：8/30㈪～9/3㈮

　来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込書
の配布期間は８月23日㈪から９月３日㈮まで、受付
期間は８月30日㈪から９月３日㈮までです。
　保護者の人は、忘れずにお申し込みください。

こども未来課
　995-1822
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『フレイル』とは　
　加齢とともに心身の機能が低下し、健康と要介護の
中間にあることを「フレイル」といいます。多くの高
齢者がフレイルを経て要介護状態になるので、フレイ
ル予防をすることが健康寿命をのばす重要なカギと
なっています。

介護保険サービスが必要となる要因
　平成30年度・令和元年度の新規の介護認定申請者
を対象に県が調査した結果、県全体における介護認定
申請者数は、男性に比べ女性の申請が多い結果になり
ました。
　また、申請時の主治医意見書に記載された主な疾患
名を見ると、認知症が最も多く、次いで脳血管疾患、
骨折・転倒の順に多くなっています。男女別でみると、
男性の介護が必要となった主な原因は悪性新生物、脳
血管疾患の順に多く、女性は認知症、骨折・転倒の順
に多い結果となりました。

　市においても、男女別の申請数
や主な疾患名に関して、県全体と
同様の傾向があることが分かりま
した。

頭と体を積極的に動かしてフレイル予防
すそのんラジオ体操カード
　概ね65歳以上の人が、要介護状態または要支援状
態となることを予防し、心身ともに健康な高齢者が増
えるようにラジオ体操を推進しています。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。
※今年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、集

団での実施は推奨しません。個人で目標を立て実施
してください。

地区サロン～地域の高齢者との交流の場～
　地区サロンは、高齢者の人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いて、社会福祉協
議会などが講師の派遣などを行っています。介護予防
体操や脳トレ、フレイル予防の講話なども実施してい
ます。事前の申し込みは不要で、どなたでも参加でき
ます。お近くの会場へぜひお越しください。
　各地区サロンの会場などについては、市公式ウェブ
サイトをご覧ください。

　年齢を重ねると、ささいなことがきっかけで体調を崩していくことがあります。
生活や環境を工夫することで、寝たきり予防や認知症の進行を和らげることがで
きます。無理なく自分らしい健康づくりを実践していきましょう。

元気シニアのためのフレイル予防
無理なく自分らしい健康づくりを

介護保険課
　995-1821

県全体
第1位 認知症
第2位 脳血管疾患
第3位 骨折・転倒

女性
第1位 認知症
第2位 骨折・転倒
第3位 脳血管疾患

男性
第1位 悪性新生物
第2位 脳血管疾患
第3位 認知症

主治医意見書に記載された主な疾患名

フレイル予防に必要な３つの柱

運動や社会活動をするこ
と、たっぷり歩いて少し頑
張って筋トレをしましょう

身体運動

仕事をしたり、ボランティア
活動をしたり、地域行事に
参加したりして、できること
に取り組みましょう

社会参加

栄養・食生活 しっかりと噛ん
で、おいしく食
べましょう

2021.8
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すその頂
いただきめし
飯講座　　　　　　　　　　　　　　　　　

９月18日㈯　13時30分～16時
市民文化センター34～36会議室
市内に住んでいる人または通勤している人
40人
篠原啓子さん（市スポーツツーリズム推進協議会
アドバイザー、日本大学短期大学部食物栄養学科准
教授）
電話または氏名･住所（勤務先）･電話番号･メール
アドレスを入力し、メールでお申し込みください。
９月10日㈮　17時
産業振興課　995-1825
kankou@city.susono.shizuoka.jp

スポーツツーリズム事業の取り組み
スポーツ合宿誘致
　市では、標高の高さや富士山麓の冷涼な気候などを
生かしたスポーツ合宿誘致に力を入れています。クロ
スカントリーコース、ロード、トラックといった長距
離陸上部のニーズに合ったバリエーションのあるト
レーニング環境が人気です。

アスリート食の開発「すその頂
いただきめし

飯」
　準高地トレーニング合宿に訪れるアスリートの満足
度向上と、食にも配慮したスポーツ合宿の適地として
全国にPRするために、アスリート向け食事メニュー
「すその頂飯」を開発しました。

　スポーツをする人にとって、食事・睡眠・トレーニングは大事な要素です。
今回の講座では、スポーツ栄養学の知識をもとに栄養バランスのとれた食事
を学ぶことができます。スポーツをする子どものいる保護者、健康志向の人
など、皆さんの参加をお待ちしています。

スポーツ栄養学を学ぶ「すその頂
いただきめし

飯」講座参加者募集
富士の麓で頂点を目指す！スポーツ合宿を誘致

産業振興課
　995-1825

年度 合宿チーム数 宿泊者数
（人）

延べ宿泊者数
（人）

経済波及効果
（千円）

H30 12 264 731 約9,580
R1 27 389 1,513 約29,400
R2 32 467 2,526 約41,000

３年間の合宿実績と経済波及効果 経済波及効果は３年間で約4.3倍に！
40,000経

済
波
及
効
果
（
千
円
）

30,000

20,000

10,000

0 H30 R1 R2

約4.3倍

詳しくはこちら
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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
い世帯主は申請して
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
方不明者のお尋ねなど

世帯主に無償で貸し出し
　市に住民登録のある世帯主に、無償で１台貸し出し
しています。戦略広報課（市役所３階）で手続きをし
てください。
転出・転居するときは
　市外に引っ越すときは、戸別受信機を建物内に置い
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。転居するときは、戦略広報課で
住所変更の手続きをしてください。
故障かなと思ったら
　雑音がしたり放送が入らなかったりする場合は、電
波の状況が悪くなった可能性があります。次の事を試
し、放送を聞いてみても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伸ばす
●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

　７月20日㈫から７月末にかけて、新型コロナウイ
ルスワクチンの接種券を12歳から64歳以下の人へ送
付しました。今後、年齢区分などによる優先順位を決
定し、市の集団接種の予約を受け付けていきます。予
約受付開始日や日程については、決まり次第お知らせ
します。
対象年齢
　今年度12歳から64歳になる人（昭和32年４月２日
以降、平成22年４月１日以前に生まれた人）
市集団接種日程・予約
　接種日や会場、予約開始日は、決まり次第市公式
ウェブサイトや広報無線、市公式LINEなどでお知ら
せします。予約開始日は、年齢区分などで決定します。
自身が対象になったら予約してください。
職域接種・国などの大規模接種
　職域接種が行われる職場に勤務している人は、勤務
先で受けることができます。実施については、勤務先
に確認してください。

　国などが運営する大規模接種会場での接種を希望す
る場合は、市から郵送した接種券を利用して予約して
ださい。
※職域接種または大規模接種会場で接種を受ける場合

は、２回の接種を同会場で受けるようにし、重複し
て市の集団接種を予約しないでください。
ワクチンの接種回数・間隔

市の集団接種では、当面の間ファイザー社製のワク
チンを使用しています。接種は、１回目から３週間以
上の間隔をあけ、２回行います。職域接種や大規模接
種会場では、ワクチンの種類が違う場合があるので接
種間隔や対象年齢に注意してください。２回目の接種
で１回目と異なる種類のワクチンを接種することはで
きません。

健康推進課　992-5711
　予約相談センター　0570-075673（ナビダイヤル）

※通話料がかかります。

新型コロナワクチン接種 64歳以下に接種券を送付
日程は市公式ウェブサイトで確認を
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　災害に強い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
理由で間伐が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。

なぜ、定期的な間伐が必要なのですか？
　森林の手入れを行わないまま放置すると、樹木同士が
密集して日当たりが悪くなってしまいます。すると、下草
が生えなくなることにより土砂流出の危険が高まり、災
害につながります。さらに、樹木が太く育たなくなるため、
木材としての価値も低くなってしまいます。森林を維持
していくためには 、定 期 的 な間 伐 が 必 要 で す 。
間伐の相談は森林組合へ　
　森林組合では、自分で間伐を行うことができない所有
者に代わって間伐を行っています。希望する人は森林組
合へご相談ください。

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

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、
面積にかか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。

農林振興課　995-1823

　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・出場者などを募集します。

各部門と日程
●芸術にふれる文化の日　11月３日㈬
　実演・体験の日
●展覧会（第1部）　11月３日㈬～７日㈰
　一般書道、篆

てんこく
刻、短歌・俳句・詩、ジュニア（書道、

生け花、絵画）、華道・フラワーデザインなど
●吟道祭　11月６日㈯　詩吟、詩吟体験など
●囲碁大会　11月７日㈰
　囲碁愛好会員と市民による公開対局の参加者
●音楽祭　11月７日㈰
　混声合唱、女声合唱、ヨーデル、バンドネオン、弦

楽合奏、管楽合奏、二胡、ハーモニカ、ピアノ
●展覧会（第2部）　11月10日㈬～14日㈰
　絵画、写真、染織・七宝焼・陶芸・彫刻・籐・ガラ

ス工芸、押花絵・押絵・布手芸・紙バンドなど

●茶会　11月13日㈯〔裏千家〕、14日㈰〔表千家〕
●芸能祭 洋舞・音楽の部　11月13日㈯
　歌唱、民謡、演歌、太鼓、バンド、タップダンス、

バレエ、フラメンコ、フラダンス、手話ダンスなど
●芸能祭 日舞・邦楽の部　11月14日㈰
　日本舞踊、民踊、筝曲、三味線、剣舞、尺八など

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
生涯学習課にある申込用紙に必要事項を記入し、
提出してください。申込用紙は市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。
団体申込み／８月２日㈪～20日㈮

　個人申込み／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、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

間伐で災害に強い健康な森林づくり
間伐の相談は森林組合へ

市民芸術祭出展・出演・出場者募集
市民が参加する文化の祭典
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Photograph

　市民文化センターで富士山ハザードマップ改訂版の
説明会が開催され、区長や自主防災会関係者など約
250人が出席しました。今回説明されたのは３月に公表
された富士山ハザードマップ（改訂版）の改定の経緯や
変更点などです。参加者は、いざというときの自分の行
動計画『マイ・タイムライン』の作成実習を行い、災害
への備えを確認していました。　　　特派員：小林建次

富士山ハザードマップ改訂版の
住民説明会 （６月26日）

　市陸上競技場で小学生による聖火リレー体験が行わ
れました。市スポーツ協会などが企画したもので、市
陸上教室とラグビースクールに参加している小学１年
生から６年生までの児童約120人が、竹で作った手製
のトーチを持って競技場の外周をリレーしました。無
事完走した子どもたちの、未来の活躍が期待されます。

子どもたちが聖火リレーを体験 （６月26日）

　JAなんすん芝生産部会が、ドローンを使った成長
調整剤の散布見学会を開催しました。ドローンは、
バッテリーで最大15分稼働、時速15㎞で動きおよそ
２ｍ～2.5ｍの高さから農薬を散布します。散布は、
深良と須山の2カ所のほ場で行われ、地元農業従事者
が見学に訪れていました。農作業の省力化につながる
新しい技術の普及が待たれます。

ドローンで農薬を空中散布 （６月11日）

　第１回岩波駅周辺まちづくりワークショップが矢崎
Y-CITYで開催されました。会合には深良地区をはじ
め富岡地区、須山地区の住民や企業関係者など45人
が参加しました。この会議は北部地域まちづくり基本
構想で短期構想に位置付けられた岩波駅周辺エリアの
整備のために開かれたものです。年度内にあと５回予
定され、駅周辺のまちづくり基本計画をつくります。

地域住民が描く
夢の街づくりの実現へ （６月27日）
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フォトグラフ

　生涯学習センターで、準高地トレーニングの実証実
験報告会が行われました。報告をしたのは、静岡大学
の杉山康司教授。水ヶ塚公園のクロスカントリーコー
スは標高約1,450mで、標高2,000mを越える高地と
比べ高山病にかかりにくく首都圏から日帰りできるな
ど、独自の利点があります。研究の結果、一定の効果
が見込めることがわかってきていて、研究の最終年度
となる今年度の結果が期待されます。

準高地トレーニング実証実験報告会（６月30日）

裾野長泉斎苑『麗峰の丘』竣工式 （６月28日）

　旧施設の老朽化に伴い、市と長泉町が共同で整備を
進めていた新火葬施設、裾野長泉斎苑麗峰の丘が完成
し、竣工式が行われました。霊峰富士に見守られ、心
穏やかに故人を見送る安らぎの場をコンセプトとした、
木目や自然光を取り入れるなどのぬくもりある建物で
す。７月１日から供用を始め、駐車場などの整備を進
め12月に施設全体が完成する予定です。

　須山中学校の生徒会本部役員らが市役所を訪れ、熱
海市土砂災害被災地域への募金活動で集めた募金を届
けました。募金活動は、生徒会自らが企画し、７月７
日㈬から15日㈭にかけて行われました。地域の人々
からも暖かい気持ちが寄せられ、合計で81,521円も
の支援が集まりました。寄せられた募金は、日赤を通
じて被災地の支援に役立てられる予定です。

富士山須山口登山道開山式　 （７月１日）

　須山浅間神社で富士山須山口登山道開山式が開催さ
れましした。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、須山地区や観光協会の役員など約30人が
出席し、神事のみ行いました。
　登山道の歴史を振り返りながら、富士登山の安全と、
富士山や地域とともにある浅間神社の歴史が続くこと
を祈念しました。　　　　　　　  特派員：杉本 武滿

須山中学校生徒会
熱海市土砂災害被災地域への募金活動（７月16日）
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Information

おしらせ
令和3年度敬老事業
　敬老事業として、今年度喜寿

（77歳）と米寿（88歳）になる人
に敬老祝品を、100歳になる人に
敬老祝金をそれぞれ進呈します。

例年９月に開催していた敬老会
は、今年度から廃止します。
社会福祉課　995-1819
食品営業届出の義務化
　食品衛生法の改正に伴い、原則
全ての食品等事業者に、食品衛生
責任者の設置、HACCP（ハサッ
プ）に沿った衛生管理、営業の届
け出が必要になります。

厚生労働省『食品衛
生申請等システム』
を使用して届け出
11月30日㈫

●食品衛生責任者の設置
　届け出には、食品衛生責任者の
設置が必要です。資格を持ってい
ない場合は、食品衛生協会が実施
する養成講習会を受講してくださ
い。

沼津食品衛生協会　922-1748
●HACCP（ハサップ）に沿った
衛生管理
　衛生管理手法の手法、HACCP

（ハサップ）に沿って、衛生管理計
画の作成・記録を行いましょう。

県東部保健所衛生薬務課
　920-2102

フードドライブ（食品寄付運動）
に協力を
　家庭などで余っていて品質に問
題のない商品を集め、県内で食べ
るものがなく困っている人々へ寄
付します。
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へ
食料を入れてください。

寄付の対象／常温で保存ができ賞
味期限が２カ月以上で未開封の
食料

具体例／缶詰、瓶詰、レトルト食
品、インスタント食品、お米、
ふりかけ、パスタなど
８月31日㈫　※土・日曜日、
祝日を除く
社会福祉課　995-1819
ひとり親に関わる相談会
　児童扶養手当の現況届に合わせ
て、ハローワーク沼津とひとり親
サポートセンターによる相談会が
行われます。
●出張ハローワーク！ひとり親サ
ポートキャンペーン

８月12日㈭　10時～15時
市役所地下会議室A
ひとり親
ハローワーク沼津　918-3711

●ひとり親家庭のための出張個別
相談会

８月12日㈭　９時30分～16時
市役所401会議室
生活、職業、法律各10人（先
着順）
ひとり親サポートセンターへご
連絡ください。　※予約優先、
当日受付可能
託児を利用する場合は予約が必
要です。
ひとり親サポートセンター

　054-254-1191

8月15日に黙とうを
　８月15日㈰は、戦没者を追悼
し平和を祈念する日です。全国戦
没者追悼式に合わせ正午に１分間
サイレンを鳴らします。先の大戦
で亡くなられた人々を追悼し、平
和を祈念するため、サイレンに合
わせて黙とうを捧げてください。

社会福祉課　995-1819
令和3年度電気使用安全月間
　８月は、電気使用安全月間に定
められています。
３つのテーマ
●日常の暮らしの中で、電気を安

全に、上手に使いましょう。
●自家用設備は、適切な保守点検

と計画的な更新で電気事故を未
然に防ぎましょう。

●地震、雷、風水害などの自然災
害に備え、日ごろから電気の安
全に努めましょう。
関東電気保安協会沼津事業本部

　952-8101
児童扶養手当の現況届
　８月は児童扶養手当の更新手続
きの月です。資格者には８月上旬
に通知するので、手続きしてくだ
さい。
支給日／奇数月の11日　※土・

日曜日、祝日の場合はその直前
の平日
18歳になる日以後の最初の３
月31日までの児童がいるひと
り親家庭で、認定書を提出し認
定された人
支給日の前月までの月分を支給
します。必要な届け出をしてい
ない場合や疑義が生じた場合は、
支給が保留されることがありま
す。
子育て支援課　995-1841

　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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お知らせ

国保高齢受給者証の送付
　９月１日㈬から対象となる人に、
８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８月２日～９月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814
し尿・浄化槽汚泥の収集の休業
　次の期間は、し尿のくみ取り・
浄化槽の清掃・汚泥の収集業が休
業します。

８月12日㈭～17日㈫
各地区の清掃業者
●西・東・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
「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
れを記念して、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
当日は小中学生を対象に夏休み
館内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
子どもの人権110番
　いじめや体罰、虐待などの悩み
の相談に応じます。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27日㈮～９月２日㈭
　８時30分～19時　※土・日曜

日は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

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。

９月21日㈫　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
９月１日㈬　８時30分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802
東部わかちあいすみれの会
　大切な人を自死で亡くされた遺
族の集いです。

８月21日㈯
　13時30分～15時30分

サンウェルぬまづ（沼津市日の
出町）
匿名で参加できます。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
市民無料相談

８月20日㈮　※受付▶︎９時30
分～終了時刻の20分前
市役所４階401会議室
●資格団体相談（10時～12時）▶︎
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。

　●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
人権問題の相談に人権擁護委員
が応じます。

　●行政相談(10時～12時、13時
～15時)▶︎行政に対する意見・
要望・問合せなどの相談に行政
相談員が応じます。
戦略広報課　995-1802

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

９月30日㈭　10時～15時
市役所地下会議室B
16人程度（先着順）
９月16日㈭

国保年金課　995-1813
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。

９月1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
交通事故紛争処理センター静岡相
談室
　自動車事故の被害にあい、示談
をめぐる損害賠償の問題でお困り
の人の相談に、弁護士が応じます。
センターでの弁護士費用は、解決
するまで一切かかりません。

交通事故紛争処理センター静
岡相談室

　054-255-5528
ハローワーク沼津新卒応援コー
ナー
　新卒応援コーナーは、在学中や
卒業後おおむね３年以内の人の就
職を支援する専門のコーナーです。
　自己分析・応募書類作成支援・
模擬面接などを行い、就職後の職
業定着までマンツーマンで支援し
ます。Ｕターン就職もサポートし
ています。

ハローワーク沼津新卒応援コー
ナー　918-3712
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Information

おしらせ
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。

９月13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
広報すその7月号のお詫びと訂正
　広報すその７月号の７ページ、
『財産などの状況 ■市の財産』
の表中、『出資金および貸付金』
の金額に誤りがありました。お詫
びして訂正します。
誤▶︎1,215,296㎡
正▶︎12億1,530万円

戦略広報課　995-1802
令和３年度成人歯周疾患検診受診
票のお詫びと訂正
　６月初旬に成人歯周病検診の対
象者に発送した受診票の問い合わ
せ電話番号に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
誤▶︎電話922-5711
正▶︎電話992-5711

健康推進課　992-5711

教室・講座
日本舞踊の楽しさを体験しよう
　ふじのくに子ども芸術大学の講
座のひとつとして、浴衣を着て日
本舞踊を体験する講座を行います。

10月24日㈰　11時30分～16
時30分
市民文化センター　２階和室
小学４年生～中学２年生
15人
花月 乙千寿さん
はがきに、氏名とふりがな、性
別、学年、住所、電話番号、浴
衣、細帯・紐・足袋の有無とを
記入し郵送してください（電
話・メールも可）
８月31日㈫
道具のない人は貸し出します。
申し込みのときに身長を記入し
てください。
花月流美月の会（坂田）

　090-5105-7670
410-0055　沼津市高島本町
11-18　坂田宛
mitsukinokai@gmail.com

介護のシゴト復職応援セミナー
　介護の仕事を離職した人の仕事
への復帰や就労を支援するセミ
ナーを行います。

９月10日㈮　13時～15時
富士市文化会館ロゼシアター第
１会議室（富士市蓼原町）
介護の仕事に関心のある人
20人
県社会福祉人材センターへ申し
込みしてください。
８月27日㈮
県社会福祉協議会県社会福祉人
材センター　054-271-2110
054-272-8831
jinzai@shizuoka-wel.jp

保育の現場体験
　保育の仕事のやりがいや魅力を
正しく理解してもらうため、保育
の仕事体験を行います。
体験期間／令和４年２月末まで

保育士資格・幼稚園教諭免許を
持つ人、取得見込の人、勉強中
の人
現場体験申込書を、静岡県・静
岡市保育士・保育所支援セン
ターへ提出
詳しくはウェブサイ
トなどをご確認くだ
さい。
しずおか保育士・保育所支援セ
ンター　054-271-2110
054-272-8831
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お知らせ

募　集
県すこやか長寿祭総合開会式
健康・生きがい講演会

９月９日㈭　13時～14時45分
グランシップ大ホール（静岡市
駿河区）
200人
選手宣誓、アトラクション、講
演会
高野 進 氏（東海大学体育学部
教授）

しずおか健康長寿財団
　054-253-4221

http://www.sukoyaka.or.jp
県すこやか長寿祭スポーツ・文化
交流大会

９月～令和４年３月　※種目ご
とに開催日が異なります。
草薙総合競技場ほか
県内に住む60歳以上の人

スポーツ交流大会種目／卓球、テ
ニス、剣道、弓道、水泳、マラ
ソン

文化交流大会種目／囲碁、将棋、
健康マージャン、俳句
一部競技でねんりんピック神奈
川2022の代表選手選考を兼ね
ます。

しずおか健康長寿財団
　054-253-4221

http://www.sukoyaka.or.jp

令和４採用市職員（秋期試験）
９月19日㈰

職種／一般事務（短大卒・高卒）、
土木技師

採用人数／若干名
８月20日㈮
職種ごとの受験区分や資格など
は、広報すその５月号か市公式
ウェブサイトをご確認ください。
人事課　995-1806
あいのうた～出会いから子育てま
での短歌コンテスト～
　子育てのエピソードや、恋人と
の出会い、家族への想いなどを詠
んだ短歌を募集します。
募集部門／一般の部、ジュニアの部
（高校生に相当する年齢以下）

選賞／最優秀賞１作品、優秀賞２
作品、審査員特別賞２作品、入
選15作品

審査員／俵万智氏（歌人）
　田中章義氏（歌人）

申込書をあいのうた事務局へご
提出ください。　※専用ウェブ
サイトで申し込みできます。
９月30日㈭消印有効
県健康福祉部こども未来課

　053-452-0555
053-452-0681
430-0929　浜松市中区中央
二丁目10番１号 浜松青色会館
５階
https：//ainouta2021.com

市廃棄物減量等審議委員
　裾野市一般廃棄物処理基本計画
の策定に当たり、市民の意見を反
映させるため、委員を募集します。

市内に住んでいるか、勤務して
いる満20歳以上の人
若干名

任期／２年
生活環境課にある応募用紙に必
要事項を記入し、本人が生活環
境課へ提出
８月５日㈭～19日㈭
生活環境課　995-1816
富士山須山口登山道を歩く
　幻の登山道、須山口登山道につ
いて現地を訪れながらその歴史を
学びます。

９月11日㈯　７時30分～17時
30分
小学５年生以上で、10㎞以上
歩くことができる人
30人（先着）
2,500円
弁当、飲み物、ヘルメット、感
染防止マスク、防寒着、雨具、
レジャーシート、簡易トイレ、
手袋など
申込書を市生涯学習課へ提出し
てください。（FAX可）
８月31日㈫
生涯学習課　994-0145
992-4047
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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：８月31日㈫
市県民税	 第 2期分

国民健康保険税	 第２期分

介護保険料	 第２期分

水道料金･下水道使用料	 第３期分

後期高齢者医療保険料	 第１期分

８月の税金・料金

人口 50,682人
男性 25,709人　女性 24,973人

人口統計　７月１日現在募　集
「ふじのくに子育てに優しい企
業」表彰
　子育てに優しい職場環境づくり
に取り組んでいる企業、事業所な
どを募集します。

県内に所在する企業など
募集部門／●小規模企業部門▶︎従

業員数20人以下●中規模企業部
門▶︎従業員数21人～100人●大規
模企業部門▶︎従業員101人以上

応募方法／次の資料を提出してく
ださい。①応募用紙②企業等の
取り組みが分かる書類③取り組
みの分かる資料（任意）　※応
募用紙は県ホームページからダ
ウンロードできます。
９月17日㈮

県健康福祉部こども未来課
　054-221-2037

054-221-3521
420-8601 静岡市葵区追手町
９番６号
http://www.pref.shizuoka.jp/kou
sei/ko-130/kosodate-kigyou.html
『森の楽校』森の手入れと笹の筆
づくり

９月12日㈰　９時～15時
箱根接待茶屋の森

小学生以上（小学１～３年生は
保護者同伴）
15人（応募者多数の場合抽選）
森づくり作業、笹の筆づくり

服装／長袖・長ズボン、帽子、歩
きやすい靴
弁当、飲み物、軍手か革手袋、
金づち、マスク、雨具
８月25日㈬

箱根山組合　976-1013
976-1043

葛山城址と景ヶ島渓谷を巡るウォー
キング
　富士山すそのガイド協会のス
タッフが県民の日を記念しウォー
キングを行います。

８月21日㈯　13時15分～15時
15分
仙年寺駐車場
30人（先着）

服装／ウォーキングのできる服装
帽子、虫よけ、水筒
参加者の名前、人数、住所、電
話番号を市観光協会へ連絡して
ください。（ファクス可）
８月20日㈮　13時
市観光協会　992-5005
992-7300

受付時間：８時30分〜17時

１日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

７日㈯ 工管設
☎993-1603

８日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

９日㈪ ㈱駿東管工
☎992-5728

14日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

15日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

21日㈯ 山崎設備
☎997-6766

22日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

28日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

29日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

※工事・修理は有料

８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

８月
２日㈪・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪休館日

としょかん町のバス
監修：横山寿美代
出版社：少年写真新聞社
　この本は、図書館のことがよく分かる
本です。読むと、図書館の中を旅行して
いる気分になります。特に、9丁目が
楽しいです。知っているお話を探す
のが楽しいです。

図書館利用者
北原 めぐみさん（８歳・石脇）

一般書
	 ●世阿弥最後の花　著：藤沢周　河出書房新社

	 ●まりも日記　著：真梨幸子　講談社

	 ●インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー
  著：皆川博子　早川書房

	 ●緊急事態下の物語
  著：尾崎世界観・金原ひとみ、他　河出書房新社

	 ●こうしてあなたたちは時間戦争に負ける
  著：アマル・エル=モフタール、マックス・グラッドストーン
  早川書房

児童書
	 ●デリバリーぶた　作：加藤休ミ　偕成社

	 ●としょかんのきょうりゅう
  作・絵：鈴木まもる　徳間書店

	 ●あんなにあんなに　著：ヨシタケシンスケ　ポプラ社

	 ●スパイ・バレリーナ　消えたママを探せ！
  著：ヘレン・リプスコム　訳：神戸万知　早川書房

新刊紹介行事予定

なつやすみこども一日図書館員
 　４日㈬　 ９時45分～11時20分　　本館　　　　　 13時45分～15時20分

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

夜な夜なおはなし会
28日㈯　18時～19時　※開場17時45分～
東西公民館（鈴木図書館本館3階）
20人
直接または電話でお申し込みください。
７日㈯　９時～

ガチャガチャ
当日、本を５冊以上借りた人

ナイトライブラリー
　本館では延長開館「ナイトライブラリー」を行いま
す。思い思いに夜の図書館で過ごしてみませんか？

28日㈯　17時～19時30分
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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

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

やぐち内科・循環器科
クリニック 973-3811 伏見 よざ小児科医院 967-5722 原

山谷内科医院 966-5333 青野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

2 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

3 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 青木整形外科医院 922-0521 高島町 クボタ小児科 975-7984 泉町

4 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 酒井医院 966-1755 今沢 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

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 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 遠藤クリニック 975-8801 久米田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

7 ㈯ 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

8 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

小林医院 966-7700 今沢 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

杉山医院 972-3223 伏見 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

9 ㈪

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

永野医院 962-4450 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

10 ㈫ おおい神経内科 922-8886 北高島町 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

11 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

12 ㈭ 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

13 ㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 よざ小児科医院 967-5722 原

14 ㈯ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

15 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

杉山病院 963-4114 錦町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

池田病院 986-1212 本宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田

16 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

17 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

18 ㈬ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

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

20 ㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 金元整形外科医院 924-0112 松長 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭
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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 ㈯ 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

22 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

林医院 931-1120 住吉町 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

23 ㈪ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 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

24 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

25 ㈬ スマイリー
クリニック 957-2510 中土狩 松原医院 962-1496 白銀町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈭ 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

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

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

小林内科医院 921-2165 米山町 東医院 921-5520 高沢町

30 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

31 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 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 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

会田歯科医院
972-0418 卸団地

8 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

三島総合病院
975-3031　　　　 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路

栗田歯科医院
986-1667 下土狩

9 ㈪ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

こうざい歯科クリニック
928-5434 堂庭

15 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

木の花歯科医院
972-0097 堂庭

22 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

29 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川

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
　８月９日㈪▶９時～、17日㈫・24日㈫▶18時～
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●乳幼児健康相談
２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

●すくすく授乳相談
18日㈬・31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
23日㈪　13時～15時
妊産婦・乳幼児

●パパママスクール
27日㈮　18時30分～20時15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
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

●６か月児育児教室
４日㈬　９時30分～11時
令和３年２月生まれの人

●１歳６か月児健康診査
17日㈫　12時45分～
令和２年１月生まれの人

●３歳児健康診査
19日㈭　12時45分～
平成30年７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。

掲載写真募集
市に住民登録がある掲載時
に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


