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　東小学校１年生の交通安全教
室の様子です。交通安全指導員
の指導をしっかり聞き手を上げ
て横断歩道の渡り方を学んでい
ました。

手を上げて渡ります！

　市議会２月定例会で同意され、４月１日に副市長に
就任された及川さん。神奈川県横浜市の出身で2017
年に総務省に入省し、岩手県庁への出向やマイナン
バー制度の担当などを経験。その後、「自分自身で良
いプロダクトをつくりたい」という思いで、自治体向
けの電子申請システムなどを開発するベンチャー企業
に転職し、事業企画や政策提言などを行っていました。
　村田市長からオファーを受けて、今年３月に裾野市
に引っ越し、現在は日々副市長として市内外を奔走す
る毎日です。職務については「新しい技術や仕組みを
最大限活用して、公約をはじめとする主要政策の実現
と、行政サービスの市民目線での改善に全力を尽くし
たい」「まずは、市民の皆さんの声を市政に反映しや
すい仕組みづくりや、電子申請の推進などで、市民
サービスの向上を目指したい」と話してくれました。
　裾野市の印象は「自然が豊かで、毎朝清々しい気持
ちになれる。市民の皆さんは、裾野に対する思いも強
くて、温かい。これからもっともっと、いろんな場所
を回ったり、いろんな活動に参加したりしたい」との
こと。岩手県庁に出向していた頃には、休日に地域活
性化のイベントを企画していたこともあったそうです。
　「良いサービスをつくっていく過程が本当に好き。
少しでも皆さんの役に立ちたい」と笑顔で答える及川
副市長。 若き副市長が力強い抱
負を語り、新しい風に期待が高ま
ります。
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富士山南東消防組合の職員募集
申込書は７月１日㈮から配布します

　富士山南東消防組合職員は、みなさんの安心・安全を守るため、日々の災害対応や訓練に取り組ん　富士山南東消防組合職員は、みなさんの安心・安全を守るため、日々の災害対応や訓練に取り組ん
でいます。強い使命感を持ち、同じ志を持って消防業務に従事する職員を募集します。でいます。強い使命感を持ち、同じ志を持って消防業務に従事する職員を募集します。

受験資格と採用予定人数

※それぞれ令和５年３月卒業見込みを含む

試験
区分 受験資格※ 採用

予定数

大学卒
平成８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10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12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

受験申込
申込書配布／７月１日㈮～
申込書配布場所／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（三島市南田町）に提出してください。※郵送可
７月29日㈮～８月12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18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

● 主な業務内容：三島市、裾野市、駿東郡長泉町の消防業務（消防団に関する業務は除く）
● 職 　 員 　 数：250人（うち女性５人）【令和４年４月１日現在】
● 消 防 施 設：消防署３署、分署２署、分遣所３所、指令センター１施設
● 災害出動件数：火災54件　救急8,034件　救助95件【令和３年速報値】

≪富士山南東消防組合基本情報≫

　危険物は、ガソリン、灯油、軽油などの燃料や、塗料、プラスチック、化学繊維などの原料として、私た
ちの生活の中で幅広く利用されています。しかし、ひとたび取り扱いを誤ると大きな事故を招く危険性があ
ります。安全に取り扱い、事故を防ぎましょう。　 富士山南東消防本部予防課　972-5802

６月５日㈰～11日㈯は危険物安全週間です

「一連の確かな所作で無災害」危険物安全週間
推　進　標　語

消防本部

富士山南東消防本部総務課　972-5801
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投票日
７月10日㈰　７時～20時
※第16投票区（十里木高原集会所）は19時まで

第10投票区投票所の変更
　第10投票区投票所が北児童館から御宿新田地
区コミュニティセンターに変更になります。
　該当の投票区域の選挙人の方はお間違えのない
よう、投票の際は、入場券に記載されている「投
票所」を確認の上、お越しください。

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16年７月11日以前に生まれた人で、日本国籍

がある人
・令和４年３月21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

期日前投票
　事情があって７月10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23日㈭～７月９日㈯　８時30分～20時
市役所　※７月９日㈯は、生涯学習センターでも
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。

選挙情報は市公式ウェブサイトに掲載
　開票は７月10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は、市公式ウェブサイトで
お知らせしています。

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。投票所
の鉛筆は、使い捨てのものを用意します。

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、選挙期日が近
づくにつれ混雑します。また、午前よりも午後が空
いている傾向です。

③投票所にお越しの際は、マスクの着用など感染症対
策へのご協力をお願いします。

【期日前投票の混雑予想】

７月10日㈰は参議院議員通常選挙投票日
期日前投票は６月23日㈭から７月９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
で投票ができます。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

混雑なし
1時間当たり40人未満

やや混雑
1時間当たり40人～59人

混雑
1時間当たり60人以上
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13時〜14時

14時〜15時

15時〜16時

16時〜17時

17時〜18時
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19時〜20時

18歳になり初めての投票で心配ですが…

投票所で分からないことがあれば、受付職
員に遠慮なく質問してください。

友人同士、家族そろっての投票もおす
すめです。未来の自分のために
も貴重な1票を投じてください。
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投票時間 ７時～ 20 時

投 票 所 ★印が各投票区の投票所です。入場券に記載された投票所で投票してください。

家族と一緒に投票所に行ってみよう！
投票所には、選挙権のない子どもも保護者と一緒に入場できます。

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［変更］ 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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　令和４年３月に岩波駅周辺地区まちづくり基本計画を策定しました。岩波の地域資源とウーブン・シ
ティなど周辺企業が持つ最先端技術を「つなげる」ことで、みんながワクワクし、20年後の未来を創造
できるまちづくりを目指します。

岩波駅周辺地区の現状
①岩波駅前には駅前ロータリーや駐⾞場がなく、⾞と

⼈の動線が交錯している状況です。
②富士見橋付近の市道は、岩波駅と周辺企業を結ぶ動

線です。朝⼣は通勤・通学者で混雑し、歩⾏者が⾞
道を歩かざるを得ない状況になっています。

③国道246号の２カ所の横断歩道橋は、岩波駅から
周辺企業へ向かう通勤者等が多く利⽤しています。

④国道246号の東側には、⺠間企業の社宅と共に樹
林地や⻩瀬川、久保川の豊かな景観を有する広⼤な
緑地空間があります。

⑤岩波駅周辺には、⼦育て⽀援や商業、⾦融、医療な
ど⽣活サービス施設が不⾜している状況です。

市民の想い（岩波駅周辺地区まちづくりワーク
ショップ）
　岩波駅周辺地区の整備について、まちづくり⽅針
（まちの将来像）をまとめるために、地域住⺠や周辺
企業の⽅々と意見交換を⾏うワークショップを開催し

ました。
　岩波駅周辺地区の良いところは、⻩瀬川や富士山の
景観を挙げる声が多くありました。この地区の気にな
るところは、歩道が狭いことや、まちの賑わいが少な
いことだと考える⼈が多くいました。
　良いところを伸ばし、気になるところを改善するア
イデアは、基本計画へ反映しました。

短期整備計画
　短期整備計画は、10年後の完成を目指し整備を⾏
うものです。「暮らしやすさの実感とまちの魅力創
出」を目指し、主にウーブン・シティの一部オープン
を見据えながら安全・安心の向上、交通結節点機能の
強化、⻩瀬川沿いの区域での魅力の創出・情報発信等
を図る取組を中心に整備を進めていきます。
　短期整備計画では、概算事業費を130〜170億円
と見込んでいます。財源は、国の補助⾦のほか、企業
版ふるさと納税を活⽤していきます。

ウーブン・シティ周辺整備課　994-9010

基本方針１：北部地域の拠点に相応しいまちづくり
｢安全安心の向上、公共交通の充実、交通結節点機能の強化」

基本方針２：岩波の魅力を活かしたまちづくり
｢自然や地域資源、未来技術、優しさ、暮らしやすさ、市⺠協働、公⺠連携」

基本方針３：交流の促進と職住近接のまちづくり
｢観光交流の促進、ウーブン・シティの波及効果（地域の活性化）、職住近接のまちづくり」

岩波駅周辺地区
まちづくり基本計画を策定
　岩 波 ら し い 自 然 と 未 来 技 術 で つ な が る ま ち

まちづくりの基本方針
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　友達と遊ぶときに市外に
⾏くことが多いので、友達と
集まることができる岩波の
まちになってほしいです。
　ワークショップに参加す
ることが自分にできること
なので、みんなに誇れるまち
にしていきたいです。

　横断歩道橋（裾野 I.C 入口交差点）は、
岩波駅周辺地区からウーブン・シティに
つながる施設です。歩⾏者や自転⾞に加
えパーソナルモビリティ等の新たなモビ
リティ等の通⾏を考慮した空間の整備を
⾏います。

　 (仮称）⻩瀬川緑地公園・交流施設は、
市道1264号線の整備と一体的に⻩瀬川
の景観、眺望と豊かな自然にふれる空間
として整備を⾏います。また、⼤⼈から
⼦どもまで様々な⼈たちが集い遊べるこ
とができ、誰もが憩える場所として整備
を⾏います。 

　歩⾏者と⾞両が交錯する交通状況を改
善します。また、利⽤者がイベントを開
催できるように広い歩道空間を確保し、
居心地が良く歩きたくなるまちづくりを
目指します。

　岩波駅前交通広場は、市⺠や周辺企業
への通勤者だけでなく観光客などの多様
な利⽤が想定されます。市における北の
ゲートウェイとして、誰もが利⽤しやす
い場所を目指します。

短期整備計画 ワークショップ参加者に聞く
岩波駅周辺のまちへの期待

岩瀨 隼人さん
(岩波）

　令和３年度に６回開催し、
令和４年度には８回の開催
を予定してる話し合い。約
40人のメンバーが、岩波
駅周辺地区の機能や賑わい
について、熱く語り合って
います。

岩波駅周辺地区
まちづくり
ワークショップ

　ワークショップへの参加
を通し、岩波駅周辺の良さを
再認識する事ができました。
　最先端技術を活⽤し、便
利な暮らしを追求する事も
必要だと思いますが、富士
山や⻩瀬川の景観のような
「岩波駅周辺の良さ」を⼤
事にしたまちであってほしい
と思います。

松本 和真さん
(市内企業勤務）

国道246号国道246号

岩波駅岩波駅
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鎌倉殿ゆかり

富士の巻狩の地 裾野
　裾野は、源頼朝が鎌倉幕府の長「鎌倉殿」として富士の巻狩を行ったゆかりの地です。
市内に数多く残る頼朝や富士の巻狩にまつわる旧跡、伝承の代表的なものを紹介します。
　また、現在放送中の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（NHK）の撮影が、令和３年7月、１２
月、令和４年3月と市内（各所）で行われました。

■ 富
ふ じ

士の巻
ま き が り

狩
　源頼朝が建久４年（1193）５月８日に「富士の巻狩」を藍沢
（御殿場市）で始め、15日夜は豪族葛山氏の館に一泊。翌日から
十里木集落付近に本陣を置いて数日間狩りをしています。巻狩と
は、周囲に多くの勢子を配置し、囲いを狭めながら獲物を狩り出
させ、追い詰めて射るという大規模な狩りのことです。頼朝が市
全域を含む富士山麓で行った大規模な狩りが、歴史的にも有名な
「富士の巻狩」です。
　頼朝の巻狩は、軍事訓練の要素と共に征夷大将軍となって武
家社会の頂点に立った政治的な権勢を誇示すものでもありました。
注）勢子：狩りで声をあげ鳴り物を鳴らして鳥獣を狩り出し、よそへ逃げるのを防ぐ役の人夫。

■ 頼
よ り と も

朝井
い ど

戸の森
　頼朝が巻狩の際に喉を潤したとされる遊水地「頼朝井戸の森」。落葉樹
林を主とした原生林で、ブナをはじめ高木が多いため、樹林が地下水を保
持。前面の低地は湿地帯となり窪地に湧き出る泉は涸れることはなかったそ
うです。

伝説「頼朝の盃」

　頼朝は十里木の湧水のおいしさを忘れられず巻狩の際に幾度となくこの
地を訪れました。水がいつまでも枯れないようにと持ってきた大杯を水の底
に沈めると水の量が少しずつ増え、そこは池のように。沈められたはずの大杯は時折浮かび上がり、富士の噴火や大地震
など天変地異を地域の人に知らせたと伝えられています。

■ 弁
べ ん と う ば

当場
　巻狩は富士山須山口登山道に沿って行われました。富士山の構成上山中
には、川も遊水地もほとんどありません。「弁当場」は、山麓における貴重
な遊水地のひとつです。富士の巻狩では数万といわれる
将兵の幕営地で炊事の基地となり、別名「米とぎ場」と
も呼ばれていました。
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■ 腰
こ し き り づ か

切塚
　富士山須山口登山道沿いの山々、黒塚「黒」・赤塚「赤」・浅黄塚
「黄」・平塚「白」・鑵子山「青」に五色の吹流しを立てて勢子が配置され
ました。勢子たちは頼朝が陣取っている山に向かって、吹き流しを合図に鳥
や獣を追い立てました。頼朝が陣取った山が腰切塚です。追い立てられた
獣がそのまま頼朝の陣地に突っ込み頼朝に危険が及ばないよう、陣取って
いる山裾に腰を巻くように堀を掘ったため、「腰切塚」と呼ばれるようになり
ました。　　　　　　　　　　　　　 出典：「裾野市史」「須山地区の文化財めぐり｣

　華やかな源平合戦、誕生する鎌倉幕府、権力を巡る男たち女たちの駆け引きー
源頼朝にすべてを学び、武士の世を盤石にした男、二代執権・北条義時。野心とは
無縁だった若者は、いかにして武士の頂点に上り詰めたのか。三谷幸喜が贈る予測
不能エンターテインメント！　放送中 令和４年１月〜12月（NHK）

放送予定 6月14日（火）　23時～23時29分

　ひとつの“場”に100台の小型カメラを設置し、そこで
生きる人 を々観察するドキュメンタリー。約100人のス
タッフと、100人規模の地元エキストラが参加した「富
士の巻狩」の撮影に密着。

　市内の歴史に触れ、自分
たちの暮すまちに愛着を持っ
ていただきたいと「楽しい郷
土史だより」を年１回発行し
ています。令和３年12月は大
河ドラマにちなんで、鎌倉時
代を特集し、例年より３ケ月
ほど早く発行しました。

市文化財保護審議委員
田口 建一さん

　下和田地区は、鎌倉殿を
支えた13人の御家人のひと
り和田義盛にまつわる話が
残ります。巻狩のとき、頼朝
の夢に出たと伝えられる不動
明王を祀る飯盛山が下和田
に有る由縁かもしれません。
歴史ファンが訪れる地域に
なればと思います。

下和田の歴史を伝える会
杉本 明義さん

　　歴史を知り、地域の魅力を活力に

　　市内での撮影風景
桃園地内　令和３年７月 富沢地内　令和３年12月

NHK｢のぞき見ドキュメント１００カメ｣
『鎌倉殿の１００人！～大河ドラマの舞台裏をのぞき見！～』　

NHK「100カメ」ディレクター　大木 莉衣さん
　華やかな現場を陰で支えるスタッフたちの奮闘を
100台のカメラが捉えました。
雨、雪、強風、思い通りにな
らない動物…ドラマの裏に
あるもうひとつのドラマをお
楽しみください！

NHK「100カメ」スタッフの皆さん
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　６月から10月までの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。日頃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！

大雨による土砂災害に備える
６月は土砂災害防止月間です〜土砂災害から身を守るために〜

自宅周辺の危険な箇所をハザードマップで確認
　土砂災害の恐れのある区域は、「土砂災害警戒区
域」や「土砂災害特別警戒区域」に指定されています。
自宅周辺や避難場所までの経路に危険箇所があるかど
うかは、全戸配布した「裾野市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。土砂災
害警戒情報が発表されたときは「いつ土砂災害が起き
てもおかしくない」という非常に危険な状態です。ま
もメールや防災行政無線、テレビなどで確認してくだ
さい。
　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。

　●区の避難場所に避難（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

｢裾野市まもメール」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。
●ＱＲコード読み取り機能搭載の携帯端

末の場合
　右のＱＲ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。
●ＱＲコード読み取り機能なしの携帯端末またはパソ

コンの場合
　お持ちの携帯端末またはパソコンから市公式ウェブ

サイトより登録画面にお進みください。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　kurashi/6/1/index.html
スマートフォンを使って防災情報をキャッチ
　静岡県では令和元年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。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

土砂災害
警戒区域

崖崩れ・土石流の土砂が到達する
可能性がある区域

土砂災害
特別警戒区域

到達した土砂で家屋が倒壊する可
能性がある区域

危機管理課　995-1817

QRコード
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　４月に全戸配布した「裾野市富士山火山防災マップ」は、富士山火山対策協議会が公表した富士山ハ
ザードマップ改定（令和３年３月）を踏まえ作成しました。想定される火山活動により、どのような火山
現象が起こり、どの範囲までどのような影響が及ぶのかを知り、自らの安全を確保するためにはどう対処
すればよいのかを認識していただくためのものです。

富士山火山防災マップの見方と使い方
配布したマップを活用しましょう

危機管理課　995-1817
災害発生の可能性マップ
　溶岩流、噴石、火砕流などの火山現象がおよぶ範囲を現象ごとに示した領域図です。可能性領域を示す性格から
｢可能性マップ」と呼ばれています。

溶岩流のシミュレーション(溶岩流ドリルマップの重ね合わせ図)
　噴火口の位置や溶岩流の流れ方をもとに避難方法をイメージすることができます。地形に応じてどのように溶岩
流が広がるのか、噴火の規模（大・中・小）ごと、可能性のある火口位置ごとに示したものです。可能性マップと
くらべて、個々の噴火口からの実際の流れがよくわかります。

各火山現象の特徴を知る
富士山ハザードマップの対
象としている火山現象につい
て、特徴と注意点を記載して
います。
▶早めの避難が必要なもの、
生命にかかわるものなど、平
常時からその違いを知ってお
くことが、いざという時の避
難の備えとして重要です。

▶お住まいの近くに影響を及
ぼす噴火口は複数あるかもし
れません。早めの避難が必要
となる場合に備え、お住まい
に関係する火口の範囲を把
握しておきましょう。また、溶
岩流の流れ方をもとに避難
方向や避難先もイメージしま
しょう。

溶岩流（可能性マップ）
溶岩流に対していずれ避難が必要となる可能性があるかどうかを知ることができます。
▶お住まいによって早めの避難が必要でない場合でもいずれ避難が必要になる可能性
があります。到達時間の目安と合わせて把握しておきましょう。
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プロジェクトTOUKAI【東海・倒壊】-0
ゼロ

今こそ耐震補強を！自分の命は自分で守る

　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、市は県と共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。なお、令和４年度も引き続き一部の地
域を対象に昭和56年５月以前に建築された木造住宅
を所有している人に「専門家の耐震診断（無料）のす
すめ」のダイレクトメールをお送りする予定です。所
有者や居住者はぜひ、お申し込みください。

危険なブロック塀を撤去しましょう
●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。
対象／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

　市では、令和４年度中を目途に学校教育再編基本計
画を策定する予定です。これからの市内小・中学校の
あり方について地域の皆さんから意見を聞くため、意
見交換会を市内５地区で順次開催します。申し込みは
不要です。直接会場へお越しください。

将来の小・中学校の適正な規模・配置を考える
　意見交換会では、少子高齢化社会の中、市内の小・
中学校の児童・生徒数の現状や、将来の予想について
説明します。そして、地域の皆さんがこれからの学校
の規模（数）や配置についてどのように考えるのか、
広くご意見を伺います。
※新型コロナウィルス感染症の感染状況により、開催
方法が変更になる場合があります。

学校再編地域意見交換会日程

地域意見交換会に参加できない人へ
　学校教育施設再編基本計画は、10年先までの計画
を定める予定です。この計画は、未就学児、児童・生
徒や保護者、そして地域の皆さんにとって重要な計画
となります。意見交換会に参加できない人でも、一定
の参加者と日時を取りまとめていただければ説明に伺
いますので、教育総務課までご相談ください。

教育総務課　995-1837

学校再編地域意見交換会を開催
５地区で順次開催します

日時 時間 対象
地区 会場

６月18日㈯ 10時〜11時30分 東 東コミセン

６月25日㈯ 10時〜11時30分 富岡 富岡コミセン

６月25日㈯ 14時〜15時30分 深良 深良コミセン

６月26日㈰ 10時〜11時30分 須山 須山地区
研修センター

６月26日㈰ 14時〜15時30分 西 市役所
地下会議室

木造住宅の耐震補強までの流れ
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

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

倒壊の可能性があると 
診断された場合
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令和４年度市民税・県民税
納税通知書を６月10日㈮に発送します

令和３年中の所得に課税
　令和４年度に課税する市・県民税の額は、令和３年
１月から12月までの所得を基に計算しています。
※非課税の人には納税通知書を発送しません。非課税
になる人は、次に該当する人です。
●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▶10月31日㈪
　　　　第４期▶令和５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、納付方法を切り替
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。
※給与天引きの可否については、会社によって異なり
ます。

納付が困難な場合
　納付が困難な人は、納期限までに税務課へご相談く
ださい。

公的年金からの天引き
　令和４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・県民税がかかる人は公
的年金から天引きされます。ただし、次のいずれかに
当てはま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・県民税の天引きされる金額の合計
額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納付に切り替わります。

クレジットカード・ネットバンキング等での納付方法
　PayPay・LINE Pay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市税の納
付ができます。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。決済方法や注意事項は市公式ウェブサイト
をご覧ください。
システム利用料
●クレジットカード納付（税込み）

納付金額 システム利用料
１円〜10,000円 110円

10,001〜20,000円 220円
20,001円〜30,000円 330円

※以降、納付金額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

　市民税・県民税（以下市・県民税）は、毎年１月１日現在の住所地で課税
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。給与
天引きで市・県民税を納める人の通知書は、勤め先の会社から配られます。

税務課
　課税係　995-1810　
　納税係　995-1811
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Photograph

　３年ぶりにUTMF（ウルトラトレイル・マウント
フジ）が開催されました。開会式には市長が参加し、
選手に応援の声をかけました。富士山こどもの国をス
タートした選手は、全長約160Kmのコースを駆け抜
けゴールの富士急ハイランドへ。市では、8月に
UTMFと㈱ピカとタイアップした「裾野高原トレイ
ルラン」を開催します。

３年ぶりに富士山周辺を走る （４月22日）

　市と第一生命保険株式会社が行った社会実証の結果
報告会が市役所で行われました。
　社会実証は、アプリを使った健康づくりと健康意識
や行動変容の関係を昨年12月から３カ月間検証した
ものです。当初想定した200人を大幅に上回る306人
が参加し、運動習慣のない人の約８割が運動継続を考
えていることなどが分かりました。

第一生命保険株式会社との
社会実証の結果報告会を開催 （４月18日）

　石脇区の堂山不動尊にある不動明王のお披露目が行
われました。
　この不動明王はいつの時代のものなのかは不明です
が、明治44年と書かれた墨書と「当時沼津仙甚之住
人楽刀高脩矢廻」の彫りがあるため、おそらくこの時
期に補修がされたのではと言われています。

堂山不動尊内不動明王の修復が完了（４月17日）

　岩波駅周辺地区まちづくりワークショップが、市役
所で行われました。市民や企業、団体、一般公募など
から39人が参加し、活発な話し合いを行いました。
　全８回あるワークショップのうち、今回は１回目。
「黄瀬川がきれい」「人が集まる場所がない」などの
岩波のイメージが、今後どう変わっていくのか楽しみ
です。

岩波駅周辺のまちづくりを語る （４月24日）
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フォトグラフ

　小学新１年生を対象にした、交通安全キャンペーン
の録音を須山小学校で行いました。一生懸命発表する
児童の姿は、とてもかわいらしいものです。
　交通安全キャンペーンは、市内の全小学校の新1年
生が広報無線で交通安全を呼び掛けるもので、平成６
年度から放送をしています。放送は、６月から朝の無
線放送で始まります。

新１年生が交通安全を呼び掛ける （５月13日）

おしゃべりに花が咲く茶摘み （５月３日）

　５月の連休のさわやかな晴天の下、市内各所で茶摘
みの風景が見られました。家族総出でお茶を摘みなが
ら、おしゃべりに花が咲いていました。摘んだ生茶葉
は新鮮なその日のうちに製茶工場へ運ばれ、数日後に
加工された茶葉が家庭に戻ります。
　きれいな緑色に爽やかな香りとうま味や甘み、渋み
の調和の取れた新茶のシーズンを迎えました。

大人も子どもも楽しくスポーツ （５月15日）

ももクロさん、モノノフさん
ようこそ裾野市へ　 （５月１日）

　コロナ禍により延期になっていた、ももいろクロー
バーZの全国ツアーが、市民文化センター大ホールで
開催されました。ツアー初日のこの日、開催を待ちに
待っていたファン（モノノフ）が朝から会場や市内観
光地を訪れ、写真撮影やスタンプラリーなどで盛り上
がっていました。実行委員会や多くのボランティアの
熱意に支えられ、公演は大成功に終わりました。

　市スポーツ祭（第23回市ペタボード大会と第32回
市輪投げ大会）が、市民体育館で行われました。
　ペタボードに９チーム、輪投げに13チームの参加
があり、大人から子どもまでが楽しく競技を行ってい
ました。ペタボードの優勝チームは富岡スポーツクラ
ブ、輪投げの優勝チームはふれあい塾本村下Aでした。

特派員：小林 辰夫
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Information

おしらせ
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の
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
座の分かるもの　

　※１月２日以降に転入した人は
令和３年分の源泉徴収票、確定
申告書の控え、または令和４年
度課税（非課税）証明書
保険診療（健康保険）の対象と
なる通院・入院の医療費、薬代
※保険診療の対象とならない費
用等は対象外です。
市役所1階子育て支援課へ申請
用紙等を提出

●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
申請書到着前でも申請すること
ができますが、新しい受給者証
の発行は後日となります。
子育て支援課　995-1841

県下水道排水設備工事責任技術者
試験
　県下水道協会で下水道排水設備
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19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を提出
７月12日㈫～7月29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。
上下水道工務課　995-1834

　県下水道協会　054-251-2870
道路にはみ出した樹木や雑草は伐
採・剪定を
　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、道
路を通行する人の支障になるほか、
道路の見通しを悪くしたり、カー
ブミラーや標識を見えにくくした
りします。樹木や雑草を避けて通
行したことが原因で事故が起こっ
た場合、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。安全確保のため速やかに
伐採・剪定してください。なお、
伐採・剪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

福祉に関する生活何でも相談
月曜～金曜日（祝日を除く）の
９時～16時
社会福祉協議会
生活・家族・離婚・DV・犯罪
被害・ひきこもり等福祉に関す
るあらゆる相談

電話：995-1137（専用窓口）
総合福祉課　995-1819

農地問題は農業委員会へ
　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うほ
か、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。
●農業委員会の許可が必要な場合
例・建物を建てる
　・太陽光発電設備を設置する
　・道路や駐車場に転用する
　・農地目的以外での権利移動
　　(売買・贈与・賃借）
　農地を農地以外に転用する場合
は、農業委員会へ申請書類を提出
してください。詳細は市公式ウェ
ブサイトをご覧ください。

●農地を「貸したい」「借りたい」
ときは

　農地の維持管理にお困りの人、
規模拡大や効率化を図っていきた
い人に、公的機関である静岡県農
地バンク（農地中間管理事業）が
間に入って農地の貸し借りを行い
ます。
　農地に関する悩みや相談がある
ときは、地元の農業委員や農林振
興課へお問い合わせください。

農業委員会（農林振興課内）
　995-1824

　新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のため、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

美化センターへのごみの直接持ち
込み休止
　施設点検のためごみの直接持ち
込みができません。

６月29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
届の受け付けや手続きの相談に応
じます。

７月28日㈭　10時～15時
市役所地下会議室B
16人程度（先着順）
７月14日㈭

国保年金課　995-1813
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。

６月18日㈯　13時30分～15時
30分
サンウェル沼津（沼津市日の出
町）
予約不要
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

国保高齢受給者証の交付
　７月１日㈮から対象になる人に、
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27年6月2日～7月1日に生
まれた人
国保年金課　995-1814

子育てはひとりで悩まずに
　子育て中は多くの不安や悩みに
直面します。そんなときはひとり
で悩まずに家庭児童相談室にご相
談ください。匿名でも相談できま
す。

月曜～金曜日（祝日を除く）の
９時～16時
市役所１階家庭児童相談室
相談方法　面接・電話

　相談に関する秘密は固く守られ
ます。

※南児童館・健康推進課でも相談
できます。未就学児童は市内各
子育て支援センターでも相談で
きます。
家庭児童相談室　995-1862

富士山世界遺産登録９周年記念展
示
　世界文化遺産登録９周年を記念
して世界遺産富士山のパネル展示
を行います。展示を通じて、世界
遺産の魅力を伝えます。

６月20日㈪～30日㈭
　９時～21時　※休館日を除く

生涯学習センター
生涯学習課　994-0145

わたしの主張裾野市大会
　市内小・中・高校の代表者が、
日常生活の中で考えていることを
発表します。入場は無料です。

６月４日㈯　９時30分～12時
30分
市民文化センター大ホール
生涯学習課　994-0145

　毎月20日に、市民無料相談を行っています。

※20日が土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日

　6月開催日
　６月20日㈪　10時〜12時、13時〜15時(※）
　受付／９時30分〜11時40分
　 市役所４階401会議室
　 ●司法書士相談●行政相談●人権相談●資格団体相
　　 談（※資格団体相談は10時〜12時のみ）

行政相談　　　　　　
　市に２人いる行政相談員が、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。

人権相談　　　　　　
　子どもの人権、女性の人権、そのほか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。
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。
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。相談には予約が必要で
す。相談時間は１組20分までです。
※開催月にコミュニティ課へ電話予約をしてください。
　7月20日㈬の予約は7月1日㈮８：30〜から受付開始

コミュニティ課　995-1874

　市民無料相談のご案内

偶数月 行政相談、司法書士相談、人権相談、資格団体相談

奇数月 弁護士による法律相談、行政相談、司法書士相談
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Information

　児童手当の制度が一部変更になります
現況届の提出は原則不要になります
　令和４年６月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要となります。現況届の提出が必要な人には６月上旬に現況
届を郵送します。詳細は６月上旬に送付する案内文か市公式ウェブサイトをご覧ください。

　児童を養育している人の所得が、表の「②所得上限限度額」以上の場合は、10月支給分（６月〜９月の４カ月分)
からは児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。

【所得制限・上限額の一覧】

※支給日は６月・10月・２月の10日（土・日・祝日の場合はその直前の平日）

※扶養親族等の数に応じて、限度額（所得
額ベース）は、1人につき38万円を加算し
た額となります。
※「収入額目安」は給与収入のみで計算し
ています。あくまで目安であり、実際は給
与所得控除や医療費控除などを控除した後
の所得額で所得限度額を審査します。

【現況届の提出が必要な人（令和４年６月～）】
●単身赴任等で、受給者の住民票と児童の住民票が別になっている人　●離婚協議中で配偶者と別居している人
●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
●支給要件児童の戸籍や住民票がない人　●その他、市から提出の案内があった人　など

扶養親族
等の数

①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得額（万円） 収入額目安（万円） 所得額（万円） 収入額目安（万円）

０人 622 833.3 858 1071
１人 660 875.6 896 1124
２人 698 917.8 934 1162
３人 736 960 972 1200
４人 774 1002 1010 1238
５人 812 1040 1048 1276

児童の年齢
手当額

①未満 ①以上 ②未満 ②以上
０歳から３歳の誕生月まで 15,000 円

5,000 円 0 円３歳の誕生月の翌月から
小学校６年生まで

第１子・第２子 10,000 円
第３子以降 　15,000 円

中学生 10,000 円

子育て支援課　995-1841

【次の変更事由があった場合は手続きが必要です】
手続きが遅れると、手当の返還が必要となることがあります。
●受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき　●婚姻や離婚をしたとき　●公務員になった(やめた)とき　など

児童手当の額一覧（10月支給分～)

新たに所得上限限度額が設定されました
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募　集
文芸すその掲載作品募集

文芸を生業としない人で、裾野
市内に住んでいるか通勤してい
る人、または裾野市内に住んだ
ことのある人 ※高校生以下は
応募できません。
小説・童話・紀行文・随筆・手
記・詩・短歌・俳句・連句
生涯学習センターに直接または
郵送で提出してください。
７月31日㈰
生涯学習センターにある所定の
原稿用紙を使用するか、パソコ
ンで所定の規格にして作成して
も構いません。詳細
は市公式ウェブサイ
トをご覧ください。
生涯学習課　994-0145

脳いきいき運動教室参加者募集
　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。

７～２月に開催。時間はいずれ
も13時30分～15時30分
市内に住んでいる65歳以上で、
全13回の教室に参加できる人
６月６月㈪～６月17日㈮

介護保険課　995-1821

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。

①６月19日㈰　 ９時～11時
　②７月 ９日㈯　17時～19時
　③８月 ７日㈰　 ９時～11時
　④９月17日㈯　17時～19時

①②④運動公園陸上競技場
　③梅の里

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
裾野市チームのコーチから、陸
上競技（中・長距離）の指導が
受けられます。
生涯学習課　992-6900

お知らせ

ゆったりコース

東西コース 東西公民館 木曜日

富岡コース 富岡支所 金曜日

しっかりコース

東コース
東地区

コミュニティ
センター

火曜日

生涯学習
コース

生涯学習
センター 水曜日

　令和５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の写真を募集します。今回のカレ
ンダーのテーマは「ふるさと想う富士の山」です。皆さんが
思い描くふるさと裾野の富士山の写真を応募ください。

応募方法／応募用紙に必要事項を記入し、作品の裏側に貼り
付けて市役所３階情報発信課へ提出してください。(郵送可)
応募用紙／市役所３階情報発信課、各支所、生涯学習セン
ターまたは市公式ウェブサイトにあるものをご使用ください。
募集期間／６月１日㈬〜９月16日㈮
※応募規定や応募上の注意については、応募用紙や市公式
ウェブサイトをご確認ください。 情報発信課　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
申込方法　 申込期限・申込期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 住所　 Mail　 Web　

募　集
コミュニティ活動集団募集
２年間助成を受けられます
　県コミュニティづくり推進協議
会では、人々が協力し合って住み
良い地域をつくるために活動する
集団を、コミュニティ活動集団と
して指定し、活動に必要な費用の
一部を助成しています。

●活動費用の助成
　初年度７万円、２年度目３万円
　●専門委員による現地訪問と指

導助言
　●他の集団との意見交換会など

の開催
コミュニティ課か市公式ウェブ
サイトにある申込書に必要事項
を記入し、参考資料と共に提出
してください。
６月20日㈪
申込は、助成を確約するもので
はありません。詳細
は市公式ウェブサイ
トをご覧ください。
コミュニティ課　995-1874

婦人バレーボール大会参加チーム
募集

７月３日㈰　９時30分～　
市民体育館・向田小学校体育館
市内に住んでいる20歳以上の
女性　※１チーム15人以下。

　チーム編成は原則1行政区単位
で社会人限定。
１チーム2,000円
６月19日㈰
申込用紙を市民体育館へ提出
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
税務職員採用試験受験者募集
　税務職員採用試験（高校卒業程
度）を実施します。

一次試験９月４日㈰
　二次試験10月12㈬～10月21日

㈮の間のいずれかの日
人事院のウェブサイトから申し
込んでください。
６月20日㈪　午前９時～６月
29日㈬
詳細は人事院のウェブサイトを
ご覧ください。
https://www.jinji-shiken.go.jp/

　juken.html
名古屋国税局人事第二課試験係

　052-951-3511

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 50,063人
男性 25,319人　女性 24,744人

人口統計　５月１日現在

受付時間：8時30分〜17時

4日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

5日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

11日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

12日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

18日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

19日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

25日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

26日㈰ 杉山産業
☎992-1131

※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
２日㈪・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪休館日休館日

一般書
●生皮　あるセクシャルハラスメントの光景
　著：井上荒野　朝日新聞出版

●ショートケーキ。　Shortcake
　著：坂木司　文藝春秋

●泣き虫先生
　著：ねじめ正一　新日本出版社

●ついでにジェントルメン
　Tired of taking a backseat to gentlemen
　著：柚木麻子　文藝春秋

●最後の大君
　著：スコット・フィッツジェラルド　
　訳：村上春樹　中央公論新社

児童書
●えんどうまめばあさんと
　そらまめじいさんのいそがしい毎日
　文・絵：降矢 なな　原案・文：松岡享子　福音館書店

●きんいろのしか
　バングラデシュの昔話
　画：秋野不矩　案：ジャラール・アーメド
　福音館書店

●神社のえほん
　作：羽尻利門　あすなろ書房

新刊紹介

ファーストブック
　 ８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
おはなしの会※
　 ４日㈯　11時～　　　　　　 本館２階展示室
　　　　　　　　　　　　　　　定員10組(当日の先着順)
　11日㈯　11時～　　　　　　 文化センター図書室
　　　　　　　　　　　　　　　定員10人(当日の先着順)
親子おはなし広場※
　 ７日㈫　10時30分～　　　　本館２階展示室
　　　　　　　　　　　　　　　定員10組(当日の先着順)
親子おはなしの会※
　14日㈫　10時30分～　　　　文化センター図書室
　　　　　　　　　　　　　　　定員10人(当日の先着順)
※参加を希望する人は代表者１人分の図書館利用券をお持
　ちください。

行事予定

６日㈪・13日㈪・
20日㈪～30日㈭

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21日㈫～30日㈭

跳べ、栄光のクワド　著者：碧野 圭　出版社：小学館

　オリンピック代表選考会を兼ねた全日本フィギュア選手権直前、SP前に戻ると
書き置きを残し、最強スケーターが失踪。それを知らずに彼の氷上の舞を待つ
ファン。彼を知る５人の視点で語られる熱い思い。色々な思いが描かれた1冊です。
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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 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈭ 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

3 ㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

4 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

5 ㈰

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 遠藤クリニック 975-8801 久米田

6 ㈪ 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

7 ㈫ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 クボタ小児科 975-7984 泉町

8 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 守重医院 931-2511 我入道
江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

9 ㈭ 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

10 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

11 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場
青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 御成橋栄

クリニック 952-2525 八幡町

13 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

14 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 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

15 ㈬ 旭医院 966-0031 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

16 ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

18 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 桜ヶ丘こども
クリニック

050-3145-
1236 谷田

19 ㈰

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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清流クリニック 941-8688 堂庭 大沢医院 931-1019 御幸町

20 ㈪ 森医院 966-2017 石川 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町
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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 ㈫ 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 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

22 ㈬ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原
おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 ㈭ とりい内科
クリニック 960-8007 杉崎町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

24 ㈮ 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 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

蔓陀ヶ原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

26 ㈰

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 田中医院 921-2053 高島町

ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下

27 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

28 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 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

29 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 遠藤クリニック 975-8801 久米田 西村医院 971-6510 下土狩

30 ㈭ ひらまクリニック 986-7834 桜堤 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

5 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

岩端医院
962-1368 大手町

木の花歯科医院
972-0097 堂庭

12 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

はとり眼科
987-6789 中土狩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

しおみ歯科医院
992-0202 平松

19 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

26 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

いとう眼科クリニック
964-6666 佐野

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

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

※三島メディカルセンターの診療開始時間
　21日㈫・28日㈫▶18時～
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

裾野っ子
すくすく
成長中！

上枝 咲
さ ほ

穂さん
（２歳３カ月・千福）

源 紫
し

陽
おん

さん
（２歳11カ月・二ッ屋二）橋本 晃

こう
希
き

さん
（３歳・矢崎）

全て予約制です。
　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

●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

●すくすく授乳相談
７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
27日㈪　13時～15時
妊産婦・乳幼児

●パパママスクール
23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
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
２日㈭・13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３年12月生まれの人

●１歳６か月児健康診査
14日㈫　12時45分～
令和２年11月生まれの人

●３歳児健康診査
16日㈭　12時45分～
令和元年５月生まれの人

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため
　中止や延期をする場合があります。


