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　市制施行50周年記念式典で司会を務めた林田さん。
都内の大学に通いながら事務所に所属しアナウンサー
として活動をしています。「自分の原点である裾野市
で仕事ができることがうれしかったです。この仕事は
絶対にやりたいと思いました」と司会の依頼を受けた
ときを振り返ります。
　林田さんが、アナウンサーを目指そうと思ったのは
小学５年生のときです。全校集会で司会をしたときに、
低学年の児童の気を引くために行ったアドリブで児童
たちの反応が変わっていく様子を見て、誰かに自分の
言葉を伝えることの楽しさを知りました。放送の楽し
さを知った林田さんは、放送部のある日大三島高校付
属中学校へ進学。中学1年生から、高校生と一緒に訓
練や合宿などの活動をしました。高校３年生のときに
は全国高等学校総合
文化祭の放送の部で
個人全国１位の成績
を収めました。
　「裾野市をはじめ、
全国のいろいろな地
方に実際に行って、まだ知られていない魅力を発見し
て全国へ広げていく活動をしていきたいです。生まれ
育ち、アナウンサーになりたいと
思う機会をくれた裾野市に感謝し
ています。大好きな裾野市の応援
団でいたいです」と笑顔で語って
くれた林田さん。これからの活躍
に期待します。
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市民芸術祭

しずおか市町対抗駅伝

感染症対策を行う事業者に支援金を
支給

秋季火災予防運動

SUSONO　MTB　Challenge2021
を開催
オリンピックの感動と興奮をもう一度

11月は年金月間
納税は納期限内に

フォトグラフ

インフォメーション

図書館だより

救急協力医

裾野っ子・すこやかタウン

susonobito No.32

　来年３月で閉園する富岡第二
幼稚園の思い出づくりの一環と
して、10月16日㈯、同園の園
児が富岡第二小学校の運動会に
参加しました。園児15人が、
小学生たちの前で『ししまる太
鼓』を元気に披露。最後に参加
者全員で思いを乗せた風船を大
空高く飛ばしました。

富岡の空にふうせん高く

早稲田大学教育学部英語英文学科　４年生
林田 美

み の り
学さん（21歳・町震１）

市制施行50周年記念式典で司会を務める

表紙　Front cover
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一般会計補正予算（第7回・第8回・第9回）

　既定の予算総額に３億3,800万円を追加し、歳入歳
出予算額をそれぞれ206億1,000万円としました。
●災害復旧事業（98,821千円）

　７月の大雨で被害を受けた林道、市道、河川の災
害復旧工事を行います。

●新型コロナウイルス感染拡大防止に係る環境整備
　（7,746千円）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、WEB
会議用などの機材を購入します。

●小規模保育事業所の設置に係る児童福祉施設補助事
業など（11,750千円）
　北児童館を民間運営による小規模保育事業所に用
途を転用し、運営事業者に改修費用を補助します。

●スポーツによる地域活性化推進事業
　（10,909千円）

　国の補助金を活用し、スポーツ合宿誘致などのス
ポーツツーリズム事業を推進します。

●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
　（53,391千円）

　10～11月の新型コロナワクチン接種の体制を整
備します。

●新型コロナウイルス感染症拡大防止環境整備事業者
支援金事業（36,000千円）
　感染症拡大防止のための一定の要件を満たした店
舗などを有する事業者に、感染症拡大防止の環境整
備に係る費用に充てる支援金として、１事業所あた
り一律3万円を支給します。

●小中学校の感染症対策事業（1,940千円）
　学校教育活動を継続していくため、小中学校の感
染症対策を強化します。

議　案

●教育委員会委員の任命について
任期満了に伴う委員の退任に伴い、新たに神戸寿恵
さんを教育委員会委員に任命することについて同意
されました。

●特別職の職員の給与の特例に関する条例を制定する
ことについて
厳しい財政状況にあることから、10月1日から令和
4年1月28日までの給料月額と12月支給の期末手当
支給額を市長は10％、副市長と教育長は5％減額す
る条例を制定しました。

●児童館条例の一部を改正することについて
北児童館を民間運営による小規模保育事業所に転用
するため、条例の一部を改正しました。

条例改正や補正予算など
37議案を審議

市議会９月定例会

　市議会９月定例会が、８月30日㈪から10月５日
㈫までの37日間の日程で行われました。令和２年
度の決算、条例改正や補正予算など37案件が審議
されました。主な議案を紹介します。

副議長に内藤法子氏
市議会副議長の辞職に
伴う選挙が10月5日に
行われ、内藤法子さん
が副議長に当選し就任
しました。

(佐野本宿）

　
特
　
集
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市表彰
市政の発展に尽力した13人11団体を表彰

　市表彰式が10月10日㈰に行われました。市民
福祉や文化の向上、健康増進などに寄与し、市政
発展のために尽力した13人４団体が表彰されま
した。また、多年にわたり市の発展に寄与した７
団体へ市制施行50周年特別表彰が贈られました。

秘書課　995-1800

地方自治功労
勝又 規雄さん（東町）
　多年、固定資産評価委員として、
公平な審査業務を行い、地方自治
の進展に寄与されました。

地方自治功労
杉山 利博さん（佐野本宿）
　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
進展に寄与されました。

地方自治功労
瀧本 敏幸さん（御宿新田）
　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
進展に寄与されました。

地方自治功労
増田 喜代子さん（和市）
　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
進展に寄与されました。

地方自治功労
天野 光一さん（東京都足立区)
　多年、市景観計画策定市民委員
会などの役職を歴任し、まちづくり
行政の進展に寄与されました。

地方自治功労
髙橋 保夫さん（伊豆島田）
　多年、ごみ減量推進協議会委員
として、市の廃棄物行政の円滑な運
営に寄与されました。

地方自治功労
林 忍さん（切久保）
　多年、納税推進協議会委員とし
て、市の税務行政の進展に寄与さ
れました。

地方自治功労
湯山 貴志子さん（御宿上谷）
　多年、地域住民と行政をつなぐ
行政相談委員として、相談業務に
尽力し、地方自治の進展に寄与さ
れました。

保健衛生功労
大庭 武文さん（佐野上宿）
　多年、家畜やペットの疾病対策
や伝染病の防疫活動などに尽力し、
市の保健行政の進展に寄与されま
した。

2021.11
広報すその4



地方自治功労
渡邊 早苗さん（深良新田）
　多年、人権擁護委員として、市の
人権教育の発展に寄与されました。

ボランティア功労
田代 實さん（佐野二）
　多年、市内各所で清掃活動を実
施し、市の環境美化向上に寄与さ
れました。

ボランティア功労
おはなし会たんぽぽ
　多年、市内で絵本の読み聞かせなどの活動を行い、市
の文化芸術の向上に寄与されました。

ボランティア功労
まほうのじゅうたん
　多年、市内で絵本の読み聞かせなどの活動を行い、市
の文化芸術の向上に寄与されました。

団体善行
ファンケルクラシック基金
　寄付によって健康文化都市事業に貢献し、市民福祉
の向上に寄与されました。

団体善行
スタンレー電気株式会社
　寄付によって健康文化都市事業に貢献し、市民福祉
の向上に寄与されました。

個人善行
中  基さん（故人）（佐野元町）
　寄付によって健康文化都市事業に貢献し、市民福祉
の向上に寄与されました。

個人善行
服部 公子さん（緑町）
　寄付によって健康文化都市事業に貢献し、市民福祉
の向上に寄与されました。

キヤノン株式会社富士裾野リサーチパーク
　多年、地区コミュニティまつりに参加し、コミュニティ
の形成推進に寄与されました。

消費者団体協議会
　多年、講座やイベントを開催し、市民の消費生活の向
上に寄与されました。

花の会
　多年、市内公共施設に花の植えつけや水やりなどを行
い、市内の環境美化に寄与されました。

裾野わんぱく遊び塾
　多年、青少年の健全育成活動や指導者の育成活動を
行い、社会教育発展に寄与されました。

裾野地区労働者福祉協議会
　多年、加盟団体などと協力し、市の労働者福祉全体の
増進、市内環境美化に寄与されました。

パノラマロードを花でいっぱいにする会
　多年、パノラマロード沿線の花植えを行い、市内の環
境美化に寄与されました。

葛山城址保存会
　多年、葛山城跡の保存活動を行い、市の文化振興に寄
与されました。
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特
　
集 令 和 ２ 年 度  決 算 報 告

一般会計・特別会計・基金現在高・市債残高

一般会計・特別会計・決算総額

　令和２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、固定資産税、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、負担金、使用料、手数料、財
産収入、寄付金など

　歳入　依存財源　

国庫支出金▶︎国から交付される補助金など
市債▶︎借入金
県支出金▶︎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サービス、
保育園、子育て支援、生活保護費など

土木費▶︎道路、河川、公園の維持・管理費など
教育費▶︎幼稚園や小・中学校、社会教育やス
ポーツなどの費用

衛生費▶︎病気予防やごみ処理などの費用
総務費▶︎庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸
籍事務などの費用、特別定額給付金など

公債費▶︎借入金の返済金
その他▶︎消防費、農林水産業費、労働費、商工
費、議会費、災害復旧費など

歳入総額 374億2,502万円
令和元年度：307億  　43万円

対前年度比　21.9％　67億2,459万円 

歳出総額 362億9,864万円
令和元年度：297億1,423万円

対前年度比　22.2％　65億8,441万円

歳入総額 282億5,988万円
令和元年度：215億3,387万円

対前年度比　31.2％　67億2,601万円

歳出総額 275億2,566万円
令和元年度：209億3,403万円

対前年度比　31.5％　65億9,163万円

一 般 会 計
収
支

実質収支額 ６億1,062万円 ●実質単年度収支▶︎単年度収支に基金積立などの黒字的要素を加算し、
赤字的要素の財政調整基金取り崩し額を減じた実質的な収支額です。
令和２年度は財源不足に対応するため財政調整基金を５億4,838万円
取り崩しています。

単年度収支額 ２億5,851万円
実質単年度収支額 ▲２億8,978万円

2021.11
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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。

令和２年度
現在高

令和元年度
現在高 増減額 市民１人あたり

地 方 債 194億6,307万円 192億　584万円 2億5,722万円 38万3千円
基 金 59億6,332万円 67億8,543万円 ▲8億2,211万円 11万7千円
う ち 財 政 調 整 基 金 36億8,822万円 40億5,650万円 ▲3億6,829万円 7万3千円
う ち 都 市 施 設 建 設 基 金 9億5,820万円 13億8,462万円 ▲4億2,642万円 1万9千円
うち学校教育施設整備基金 4億3,299万円 5億2,753万円 ▲9,454万円 9千円

※住民基本台帳人口（令和３年３月31日現在）50,770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

令和２年度決算額 令和元年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 49億1,971万円 50億7,530万円 ▲3.1% ▲1億5,559万円
後期高齢者医療事業 6億　461万円 5億6,089万円 7.8% 4,372万円
介 護 保 険 35億9,445万円 34億3,161万円 4.8% 1億6,284万円
土 地 取 得 26万円 22万円 13.8% 4万円
十里木高原簡易水道 ー 4,985万円 皆減 皆減
墓 地 事 業 4,611万円 4,869万円 ▲5.3% ▲258万円
合 計 91億6,514万円 91億6,656万円 ▲0.1% ▲142万円

令和２年度決算額 令和元年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 46億6,981万円 47億7,805万円 ▲2.3% ▲1億824万円
後期高齢者医療事業 5億9,911万円 5億5,469万円 8.0% 4,442万円
介 護 保 険 34億6,128万円 33億5,217万円 3.3% 1億911万円
土 地 取 得 26万円 22万円 13.8% 4万円
十里木高原簡易水道 ー 4,985万円 皆減 皆減
墓 地 事 業 4,252万円 4,523万円 ▲6.0% ▲271万円
合 計 87億7,298万円 87億8,021万円 ▲0.1% ▲723万円

※水道事業会計・下水道事業会計・簡易水道事業会計は９ページに掲載しています。

※平成21年度の基金（預金）残高は、全体で114億4,286万円でしたが、平成22年度から不足する財源を基金から取り崩して
賄っています。令和２年度の基金現在高は59億6,332万円で減少が進んでいます。

特 別 会 計

　特集｜令和２年度 決算報告
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　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和２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。

■令和２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などを用いて、赤字や借金の比率を計算したものです。次の
４つの指標から財政の健全度が判断され、いずれかが一定の基準を超えた場合は新規の借り入れが制限される
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) 13.05% 20%
2．連結実質赤字比率 ―(黒字) 18.05% 30%
3．実質公債費比率 9.9% 25% 35%
4．将来負担比率 51.4% 350%

■令和２年度資金不足比率
　公営企業会計ごとの赤字が、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｜令和２年度 決算報告　

※地方公共団体の一般財源
の標準規模を示すもので、
令和2年度の当市の標準財
源規模は約120億円です。
この数値は市税などに基
づいて計算された数値で、
家庭に置きかえると給料
になります。

財政の健全度を判断する４つの指標

財政健全化比率・資金不足比率
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　水道事業会計、下水道事業会計、簡易水道事業会計の令和２年度決算の
状況を報告します。各会計とも、施設の維持管理を行うための収益的収支
と、施設の整備や更新を行うための資本的収支からなっています。

上下水道経営課
　995-1836

※決算額に消費税は含まれていません。

水道事業会計・下水道事業会計
簡易水道事業会計

■簡易水道事業会計

■下水道事業会計

■水道事業会計

　特集｜令和２年度 決算報告
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第１部
●展覧会

11月３日㈬～７日㈰　10時～16時
書道展（篆

てんこく
刻・染織を含む）、華道展（生け花）、

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）

●日本舞踊こども体験教室
６日㈯ 　11時～16時30分

●吟道祭　
11月６日㈯ 　13時～16時
詩吟、詩吟体験、詩舞（舞踊と詩吟の共演）

●囲碁大会
11月７日㈰ 　12時30分受付～16時
囲碁愛好会員と市民の公開対局など

●音楽祭
11月７日㈰　13時～15時30分
混声合唱、女声合唱、弦楽合奏、二胡

第２部
●展覧会

11月10日㈬～14日㈰　10時～16時
手芸・工芸展（七宝焼・彫刻・陶芸・パッチワー
クなど）、写真展、絵画展（油彩画、水彩画、墨画、
切り絵、タイル絵など）

●芸能祭
【洋舞・音楽の部】

11月13日㈯　13時～16時
カントリー＆ブルースバンド、バレエ、フラダンス、
手話ダンス、チアダンス、フラメンコなど

【日舞・邦楽の部】
11月14日㈰　13時～16時
日本舞踊、剣舞、筝

そう

※第２部で予定していた茶会は中止となりました。

市民芸術祭 ～しなやかに思いを伝えよう！～
第１部 11/３㈬〜７㈰、第２部 11/10㈬〜14㈰

　毎年秋に市民文化センターで開催している、市民が主役の文化の
祭典『市民芸術祭』。今年のテーマは『しなやかに思いを伝えよ
う』です。展覧会（書道・文芸・華道・手芸工芸・絵画）や囲碁大
会、音楽祭、吟道祭、芸能祭などが開催されます。人物や作品、技
術を通して文化に触れてみませんか。

生涯学習課　994-0145
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12月４日㈯　10時スタート
コース／県庁本館前（スタート）～草薙陸上競技場

（ゴール）　全12区間、42.195㎞

【市代表チームの紹介】※順不同・敬称略
監督／小林進
ヘッドコーチ／庄司勝彦
●小学男子▶片岡航大（深良小６年）、河合淳之介

（富一小６年）、齊藤陽
はるのぶ

伸（深良小６年）
●小学女子▶浦山美

み さ
咲（千福が丘小６年）、浦山玲

れ な
奈

（千福が丘小５年）
●中学男子▶本多巧樹（富岡中３年）、冨樫玲

れ お ん
音（富

岡中２年）
●中学女子▶片岡華（深良中２年）、石川美

み お
桜（西中

２年）
●高校男子▶窪田悠人（沼津東高３年）、松田拓也

（韮山高２年）、西川昂
こ う き

希（東海大翔洋高３年）
●高校女子▶岡本姫

ひ な の
渚乃（白鵬女子高１年）、米山茉

ま り ん
凛

（富士市立高２年）、本多由
ゆ う か

佳（加藤学園高３年）
●一般男子▶飯塚厚（神奈川大１年）、山本祥平（市

役所）
●一般女子▶松村幸栄（コモディイイダ陸上競技部）、

市川美奈（裾野赤十字病院）
●40歳以上▶山中嶋秀和（トヨタ自動車㈱）、細川

陽平（トヨタ自動車㈱）

市町対抗駅伝公式ホームページ
　コースの詳しいルートや各市町の
チーム紹介、チームや選手への応援
メッセージを投稿できるページがあり
ます。

コース紹介

監督コメント
　４年連続の入賞を目指し
ます。昨年度は市最高順位
タイとなる市の部６位で、
３年連続の入賞を果たすこ
とができました。今年度は、
コロナ禍で合同練習会や選
考記録会が十分にできない状
況でしたが、選手は所属チー
ムでの練習や各自の練習を継続し、実力をつけてき
ました。スーパースターはいませんが、各年代で区
間上位に入れそうな選手が多く、チーム力は安定し
ています。応援よろしくお願いします。
大会当日の応援は自宅から
　三密を避けるため、自宅で応援しましょう。テレ
ビ・ラジオの中継やホームページでライブ配信があ
ります。

しずおか市町対抗駅伝
４年連続入賞へ、12月４日㈯　10時スタート！　

　第22回市町対抗駅伝競走大会が、12月４日㈯に行われ
ます。コースは県庁から草薙陸上競技場までの42.195㎞
です。当市代表の12人の走者が、郷土の思いを胸にタス
キをつなぎます。当市のゼッケンナンバー「８」に注目し
て、熱い声援をお願いします。

生涯学習課　992-6900

小林 進監督

区　間 距 離 選手区分
第１区 3.673 ㎞ 中学生・高校生（女子）
第２区 1.903 ㎞ 小学生（男子）
第３区 1.715 ㎞ 小学生（女子）
第４区 3.549 ㎞ 中学生・高校生（女子）
第５区 6.855 ㎞ 高校生（男子）
第６区 3.911 ㎞ 40歳以上
第７区 3.564 ㎞ 中学生（男子）
第８区 3.020 ㎞ 中学生（女子）
第９区 1.619 ㎞ 小学生
第10区 3.051 ㎞ 一般（女子）
第11区 4.310 ㎞ 中学生・高校生（男子）
第12区 5.025 ㎞ 一般（男子）

写真提供：静岡新聞社写真提供：静岡新聞社
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感染症対策を行う事業者に支援金を支給
１店舗あたり３万円、申請は12/28㈫まで

感染症対策を実施している事業者に３万円を支給
　市内に店舗などがあり、一定の基準を有する認証登
録制度に基づいて感染症対策を継続的に実施している
事業者に対して、支援金を支給します。業種や企業規
模は問いません。
対象／次の全ての要件を満たす店舗など
●市内で令和３年８月７日㈯以前から事業を営んでい

て、かつ申請時に店舗などで事業を実施している実
態がある

●感染症拡大防止のために一定の基準を有するガイド
ラインに基づく認証登録制度などに認証登録または
申請し、かつ感染症拡大防止を継続し実施している

●市内に法人設置等届出を提出している事業者（個人
事業主は、その営業の実態が明らかである事業者）
など

支援金の金額／１店舗あたり３万円
申請方法／次の書類を商工会に直接提出するか、産業

振興課へ郵送またはオンラインで申請してください。

・申請書
・誓約書
・本人確認資料
・認証登録などを証明する資料
・通帳の写し
申請期間／11月１日㈪～12月28日㈫
一定の基準を有するガイドラインの例
・PROJECT CCC SUSONO（商工会・観光協会）
・ふじのくに安全・安心認証制度（静岡県）
・新型コロナウイルス感染症対策実施店（(一社)静岡

県食品衛生協会）
・ふじのくに県Go To Eatキャンペーン、県商工会

Go To Eat キャンペーンの店舗登録
※感染症予防対策に取り組む業界団体などの第三者に

よる認証制度でも申請できます。
その他／支援金は、認証登録をしている店舗などの件

数に応じて支給されます。申請は１事業者あたり１
度限りとしてください。

　市では、市内の店舗などからの新型コロナウイルス感染症の拡大抑制、地域連
携による感染症対策に取り組む機運の醸成、消費活動活性化に向けた準備をする
ため、感染症拡大防止のために取り組んだ事業者に対し、その取り組みに対する
報償として支援金を支給します。

産業振興課
　995-1857

　PROJECT CCC SUSONO（プロジェクト シー・シー・
シー スソノ）は、観光施設や飲食店、宿泊施設などが地域
ぐるみで空間環境整備を図るため、商工会と観光協会が取り
組むプロジェクトで、感染症防止対策を積極的に実施する店
舗・施設などを応援しています。
　CCCは、“Clean and Comfortable for Customers”
の頭文字をとった略称です。「みなさんにとって清潔で快適
な空間を」という意訳で、安全安心を提供する意思を示して
います。登録された店舗や施設は、感染症の拡大防止に努め、
ステッカーを掲示しています。利用される皆さんも、マスク
の着用や手指消毒、検温、密の回避など、感染症防止対策に
ご協力ください。

CCC は安全安心の“目印”です

商工会公式
ホームページ▶︎
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【2021年度全国統一防火標語】
おうち時間 家族で点検 火の始末

　秋季全国火災予防運動は、火災が発生しやすい
時季に火災予防意識の一層の普及と火災発生の防
止を行うことで、逃げ遅れなどによる死者の減少
と、財産の損失を防ぐために毎年実施しています。
　私たちの暮らしの中には、こんろを使用した調
理、寒い日のストーブの使用など、常に火災発生
の危険はつきものです。この機会に『住宅防火い
のちを守る10のポイント』を参考に住宅防火を実
践しましょう。

富士山南東消防本部予防課　972-5802

４つの習慣
１　寝たばこは絶対にしない、させない
２　ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
３　こんろを使うときは火のそばを離れない
４　コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは

　抜く
６つの対策
１　火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなど

　は安全装置のついた機器を使用する
２　火災の早期発見のために、住宅用火災報知機を定

　期的に点検し、10年を目安に交換する
３　火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝

　具、衣類やカーテンは防災品を使用する。
４　火災を小さいうちに消すために、消火器などを設

　置し使い方を確認しておく
５　お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難

　方法を常に確保し、備えておく
６　防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地

　域ぐるみの防火対策を行う

　ＮＥＴ119緊急通報サービスは、聴覚や発話の障が
いにより音声での緊急通報が困難な人が、スマート
フォンや携帯電話の通報用ウェブサイトにアクセスして
通報を行うことができる無料の行政サービスです。ス
マートフォンや携帯電話のインターネット接続機能を利
用して、簡単な操作で素早く110番通報ができます。
サービスを利用するには、事前に申し込みが必要です。

富士山南東消防本部通信指令課　983-0131

出典：総務省消防庁ホームページ

秋季全国火災予防運動　11/９㈫～15㈪
各家庭で火災への備えを再点検

音声での緊急通報が困難な人のためにNET119緊急
通報サービスを運用しています

住宅防火　いのちを守る10のポイント
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『その道は世界とつながったー東京2020大会　
裾野の熱風－』
　今夏に開催された東京2020オリンピック・パ
ラリンピック。市内でも聖火リレーや自転車競技
ロードレース（男子）が開催され、私たちに多く
の感動と興奮を与えてくれました。オリンピック
の感動と興奮を未来へ伝えていくため、レガシー
イベントを開催します。

11月27日㈯・28日㈰　10時～16時
市民文化センター多目的ホール
●大会のパネル展示　※イベント終了後も12月24
日㈮まで１階エントランスで展示します。

　●大会記録動画、市スポーツツーリズム紹介動画マ
ラソン上映会　※繰り返し上映、開催中はいつでも
鑑賞できます。

　●聖火リレートーチ写真撮影会や聖火リレーユニ
フォームの展示

　●来場記念グッズの配布と公式グッズが当たるお楽
しみ抽選会

オリンピック・パラリンピック推進室　995-1825

オリンピックの感動と興奮をもう一度
11/27㈯・28㈰ 市民文化センターでレガシーイベント開催

　市制施行50周年記念・オリンピックレガシーイ
ベントとして、またスポーツツーリズム事業の一
環として、マウンテンバイク大会を開催します。
右図の区間をマウンテンバイクが交通ルールに
のっとって通行します。付近を通行する際はご注
意ください。

自転車競技
　ＭＴＢ（マウンテンバイク）レース、Ｅ‐ＭＴＢ
（電動マウンテンバイク）レースを行います。

試走▶︎11月26日㈮　11時～15時45分
　大会当日▶︎11月27日㈯　９時～17時、28日㈰　９

時～16時30分
受付▶市民文化センター

　大会会場▶︎公文名・久根地先林道
大会会場に観戦席はありません。

大会公式サイト：http://www.powersports.co.jp/sda/21-susono/ ※新型コロナウイルス感染症の状況によって、大会を
延期または中止する場合があります。
産業振興課　995-1825

SUSONO MTB Challenge2021を開催
―大会に参加するマウンテンバイクが市内を通行－
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　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。税金の滞納は、納期内に納付
している多くの納税者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。

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、給与、年金、売
掛金、預金、生命保険、不動
産、自動車、家電製品などの
財産を差し押さえる滞納処分
を行っています。

納期限内に納付を
　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す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。未納とならないよ
うに、納期限内の納付をお願いします。

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納期限までに納付ができ
ない場合はご相談ください（電話可）。日中に相談で
きない人のために、夜間納税相談も行っています。
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）
税務課　995-1811

　国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など
万一のときにも心強い味方となる制度です。あな
たの備えは大丈夫ですか。定期的に年金の加入状
況を確認しましょう。

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。

保険料の納付が困難なとき
　学生納付特例、納付猶予、免除の各制度を活用しま
しょう。　※納める保険料が少なくなると、受け取れる
年金も少なくなってしまうのでご注意ください。

日本年金機構で保険料の収納業務を民間委託
民間委託業者／㈱バックスグループ

0800-6000-600

ねんきんネットで自分の年金記録を確認
　11月30日(いいみらい)は年金の日です。ねんきんネッ
トで、自分の年金記録や受給見込額を確認し、将来の生
活設計を考えてみましょう。

㈪～㈮９時～19時
　 第２㈯９時～17時
ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
0570-058-555

国保年金課　995-1813

納税は納期限内に
―11・12月は税の滞納整理強化月間―

11月は年金月間
―年金加入状況の確認を―

被保険者区分 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

加入者
学生や自営業などの
人とその配偶者

会社員や公務員など
（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16,610円(令和3
年度)。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。

※第1号被保険者は納付書、口座振替、クレジットカードから納付方法を選べます。
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Photograph

　市観光協会が各団体と協力し美化活動を実施しまし
た。世界遺産富士山をはじめ多くの観光客が訪れる須
山地区の環境を守るために行われました。当日は８団体、
約100人が参加。200キログラムほどのゴミが集められ
ました。

市観光協会が
須山地先の道路の美化活動を実施 （10月５日）

　深良小学校近くの田んぼで稲刈り体験が行われ、５
年生約20人が参加しました。当日は天候にも恵まれ
絶好の農作業日和。児童たちは、地元の農家の指導を
受け早速稲刈りに挑戦。鎌を使い、額に汗を浮べなが
ら稲を丁寧に刈り取っていきました。

深良小の 5 年生が稲刈り体験 （10月５日）

　毎年好評となっている御殿場高原時之栖のイルミ
ネーションが3月13日㈰まで開催中です。参加型企画
『ツリーの森』には市も参加。すそのんとお花畑を
テーマに装飾したツリーを展示しています。ぜひお立
ち寄りください。

時之栖で装飾ツリーを展示中

　「これからのまちづくり」説明会が市役所で開催さ
れました。市長とゲストでウーブン・プラネット・
ホールディングス㈱代表取締役CEOのジェームス・
カフナー氏が出席し、カーボンニュートラルに向けた
取り組みやウーブン・シティとの連携などについて説
明しました。説明会の様子は動画で生配信されました。

「これからのまちづくり」
説明会開催 （10月５日）
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フォトグラフ

　市制施行50周年記念式典に合わせ、航空自衛隊の
T-７練習機４機とT-４練習機３機が飛来し、市の上
空で展示飛行を行いました。上空彼方から機体が現れ
ると、市民文化センターに集まっていた人たちから大
きな歓声が上がりました。10分ほどの時間でしたが、
一糸乱れぬ見事な飛行を披露してくれました。

航空自衛隊機が市上空を展示飛行 （10月16日）

市制施行 50 周年の節目を祝う （10月10日）

　市制施行50周年記念式典が市民文化センターで開
催されました。式典には区長、企業・団体代表者、地
元選出の国会議員、災害時相互応援協定を結んでいる
相馬市の立谷秀清市長、近隣市町の首長などが招待さ
れ、50年の歩みを振り返りながら、節目の年をお祝
いしました。

　須山地区で富士山火山避難訓練が実施されました。
訓練には住民の一部も参加し、バスを使った避難者の
輸送や情報伝達のほか、負傷者の救助・搬送、ドロー
ンの使用を想定した捜索、警戒・監視訓練などが行わ
れました。

特派員：小林 建次

ロボットを思い通りに
動かせたかな？ （10月16日）

　生涯学習センターで『プログラムでロボットを動か
そう』と題し、子ども体験教室が開催されました。参
加したのは小学４年生から６年生の12組（24人）で
す。神奈川工科大学の先生の指導のもと、課題のコー
スを完走できるよう何度もプログラムを直して挑戦し
ました。

特派員：中村 隆司

富士山の火山噴火を想定した
訓練を実施 （10月17日）
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Information

おしらせ
新成人者祝賀駅伝大会中止
　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、令和４年１月９日㈰に
予定されていた新成人者祝賀駅伝
大会は中止します。

生涯学習課　992-6900
学校開放調整会議
　１月、２月に学校体育施設を使
用する場合は、必ずこの会議に出
席してください。
地区 とき ところ
東 12月1日㈬ 生涯学習

センター深良 12月3日㈮
須山 12月7日㈫ 須山コミセン
西 12月8日㈬ 生涯学習

センター富岡 12月9日㈭

生涯学習課　992-6900
勤労者教育資金利子補給制度

市内に住む勤労者で、本人かそ
の子どもの高校や大学などの教
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
　※通学している期間中の据え置

き可能
利子補給率／1.0％
 （令和４年３月31日㈭までに貸

し付けを受ける場合）
予算がなくなり次第、受付を終
了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

　産業振興課　995-1857

インボイス制度説明会
　消費税の適格請求書等保存方式
（インボイス制度）の説明会を行
います。

①11月16日㈫　10時～11時
　②12月22日㈬　14時～15時

沼津税務署　別館2階会議室
各18人（事前予約制）

沼津税務署法人課税第一部門
　　922-1566
ふれあい広場・ふれあい消防広場
の中止
　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、令和３年度のふれあ
い広場・ふれあい消防広場を中止
します。

社会福祉協議会　992-5750
　富士山南東消防本部裾野消防署
　995-0119
令和４年成人式
　対象の人には11月中旬に案内
状と入場券を送ります。届かない
人はご連絡ください。当日は、入
場券に必要事項を記入し来場して
ください。

令和４年１月９日㈰
●東・深良・須山地区▶10時～
受付▶９時30分～
●西・富岡地区▶12時～
受付▶11時30分～
市民文化センター大ホール
平成13年４月２日～平成14年
４月１日に生まれた人で、市に
住民登録している人か市内の中
学校を卒業し市外に住んでいる
人
●必ずマスクを着用してお越
しください。●都合で該当地
区の部に参加できない人は、他
の地区の部へ参加できます。
生涯学習課　994-0145

税を考える週間
　国税庁では毎年11月11日から
17日を、税を考える週間として
ウェブサイトでさまざまな情報を
提供しています。この機会に、私
たちの暮らしを支える税について
考えてみてください。

11月11日㈭～17日㈬
税務課　995-1811

　沼津税務署　922-1560
https://www.nta.go.jp

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
年声掛け運動を推進しています。
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
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
　県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
金の貸付を行っています。

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▶高校以上へ修学する
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、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
申請書に必要事項を記入して
子育て支援課へ提出してくださ
い。
12月17日㈮
申請書提出後面接を行います。
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

県最低賃金
　県の最低賃金は、時間額913円
です。特定の産業には、特定（産
業別）最低賃金が定められていま
す。ご確認ください。

静岡労働局賃金室
　054-254-6315
地震防災強化月間
　県では、11月を地震防災強化
月間、12月第1日曜日を地域防災
の日と定めています。日ごろから
家庭内の家具などの固定や、窓ガ
ラス飛散防止、非常時持出品の確
認をしましょう。

今年度の地域防災訓練は、実施
しない区や役員のみで実施する
区があります。詳細は各区の自
主防災会へお問い合わせくださ
い。

小中学生防災ポスター展示
11月17日㈬～24日㈬
市民文化センターエントランス
ホール
危機管理課　995-1817

第16回県東部テクノフォーラム
in沼津高専
　県東部を主とした産業界と沼津
高専が連携し、技術の高度化や産
学官共同研究などの推進を図るた
めのフォーラムを開催します。

11月25日㈭ 13時～16時30分
沼津工業高等専門学校

 （沼津市大岡）
講演会、卒業生や地元企業など
による展示
井上真一氏（㈱牧野フライス製
作所取締役社長）
申し込みなどの詳細
は、ウェブサイトを
ご覧ください。
沼津高専テクノフォーラム

　926-5856

国保高齢受給者証の送付
　12月１日㈬から対象となる人
に、11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11月２日～12月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

市長選挙立候補予定者説明会
11月29日㈪　13時30分～
市役所４階401会議室
市長選挙立候補予定者とその関
係者
立候補予定者１人につき３人以
内
立候補の届出、選挙運動、選挙
公営などの説明

事前審査
令和４年１月７日㈮　13時30
分～
市役所４階402会議室
選挙管理委員会（行政課）

　995-1807
成人歯周疾患検診の期間終了
　11月30日㈫で検診期間が終了
します。通知の届いた人はこの機
会に検診を受けてください。

駿東歯科医師会裾野支部・長泉
町支部・清水町支部に加入して
いる歯科診療所
市内に住民登録のある36・38・
40・42・44・46・48・50・55・
60・65・70歳になる人
70歳の人と後期高齢者医療保
険証をお持ちの人▶無料

　それ以外の人▶500円
　※次の人は事前に申請すると無

料になります。
　①生活保護を受けている人
　②市県民税非課税世帯の人

通知がお手元にない人は再発行
するので、ご連絡ください。
健康推進課　992-5711

新型コロナワクチン３回目接種
　新型コロナウイルスワクチンの
３回目の接種が順次始まります。
対象になる人には、接種券や予約
方法についての案内を１月ごろか
ら順に送付します。

２回目の接種からおおむね８カ
月以上経過した人
●３回目は、原則として２回の
接種と同じ種類のワクチンを接
種します。●今後、国が接種証
明書のアプリを導入します。ア
プリを使用するにはマイナン
バーカードが必要になるので、
まだ持っていない人は市民課で
申請してください。アプリの詳
細については、改めてお知らせ
します。
健康推進課　992-5711

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
などの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
マイナンバーカードをまだお持
ちでない人
本人確認のできる身分証明書、
自身で撮影できる人は６カ月以
内に撮った顔写真（縦4.5cm×
横3.5cm）
https://www.kojinbango-card.
go.jp/kofushinse/
市民課　995-1812
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Information

おしらせ
裾野駅西地区の整備
　市では、駅西口周辺地区で区画
整理事業を進めています。都市計
画道路桃園平松線の沼津小山線と
平松新道線の間が、11月下旬に
通行可能となります。

区画整理課　994-1274

市民無料相談
11月22日㈪　10時～12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▶遺言、相続、
各種登記、成年後見業務などに
関する相談に司法書士が応じま
す。

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

　●法律相談▶各種法律の相談に
弁護士が応じます。相談は予約
制です。
戦略広報課　995-1802

市指定給水装置工事業者
　次の業者を市の給水装置工事業
者として指定しました。
●ヤマト設備工業㈱

下田市柿崎23-34
0558-23-3570
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）と楽しいひとときを過ごし
てみませんか。

11月16日㈫　10時～11時
北児童館
未就園児とその保護者
親子で磨く　はははの歯！
民生委員児童委員協議会（長澤）

　992-2201
女性の人権ホットライン強化週間
　夫やパートナーからの暴力やス
トーカーなど女性の人権で困って
いる人のために電話相談を行って
います。期間中は相談時間を拡大
します。

11月12日㈮～11月18日㈭
　8時30分～19時
　※㈯㈰は10時～17時
女性の人権ホットライン
0570-070-810

期間外でも平日８時30分～17
時15分に相談を受け付けてい
ます。
静岡地方法務局人権擁護課

　054-854-3555

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。

12月23日㈭　10時～15時
市役所地下会議室B
16人程度（先着順）
12月９日㈭
国保年金課　995-1813

リサイクルブックコーナー設置
　保存期間の過ぎた雑誌、蔵書に
ならなかった寄贈本、英字新聞を
譲ります。

11月13日㈯～24日㈬　17時
　※㈭㈮は19時まで

鈴木図書館1階玄関ホール
持ち帰り用袋
●詳細は市公式ウェブサイトを
ご覧ください。

　●配付の要望は受け付けていま
せん。
鈴木図書館　992-2342

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。

11月20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

20
2021.11
広報すその



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。

12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

教室・講座
冬の野鳥観察会
　富士山資料館周辺に来る野鳥を
観察します。

12月５日㈰　９時30分～12時
富士山資料館周辺
小学4年生以上の人
20人（11月3日㈬から先着順）
滝 道雄　さん
300円
防寒着、飲み物、マスク、任意
で双眼鏡、カメラなど
富士山資料館へ電話してくださ
い。
●第２駐車場をご利用ください。

　●雨天時は資料館内で学習会を
行います。

　●事前の健康チェックをお願い
します。
富士山資料館　998-1325

初心者のための体操教室
①11月19日㈮ ②11月26日㈮

　③12月３日㈮ ④12月10日㈮
　⑤12月17日㈮

福祉保健会館１階 健康ホール
市内に住民登録があり、20歳
以上で過去に健康推進課主催の
運動教室に参加したことのない
人。　※5回すべてに参加でき
る人に限ります。
20人（先着順）
運動習慣を身に付けるためのス
トレッチや筋力アップ体操、リ
ズム運動
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
11月16日㈫

健康推進課　992-5711
認知症予防講演会

11月14日㈰　13時30分～15
時（受付13時～）
生涯学習センター３階学習ホー
ル
市に住民登録がある人、市内に
通勤している人（要予約）
40人（先着順）
認知症予防、認知症の人への関
わり方など
俺が見てきた認知症。そして、
これから
石津 道弘　氏
11月12日㈮

介護保険課　995-1821

看護師再就職研修
　看護師の再就業をお手伝いします。

12月１日㈬、12月２日㈭、12月
３日㈮　９時30分～15時30分
三島商工会議所
看護の仕事をしていない看護職
免許を持つ人
20人程度
最近の看護の動向、感染管理、
救急看護、医療安全管理、高齢
者・認知症の看護、高齢者施設
説明など
所定の用紙を県ナースセンター
へ提出（郵送可）
11月22日㈪
県ナースセンター　920-2088

ペット災害対策研修会
12月９日㈭　13時30分～15時
30分（13時～受付開始）
市民体育館多目的ルーム
市内に住んでいて、犬・猫を
飼っているかこれから飼おうと
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や、日ご
ろのしつけ、健康管理と必要な
物資などについて学べます。模
範犬による実演を行います。
11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

お知らせ
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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：11月30日㈫
国民健康保険税	 第５期分

介護保険料	 第５期分

後期高齢者医療保険料	 第４期分

11月の税金・料金

人口 50,566人
男性 25,627人　女性 24,939人

人口統計　10月１日現在募　集
ファミリー・サポート・センター
事業まかせて会員
　ファミリー・サポート・セン
ター事業は、子育てを応援したい
人、子育てを応援してほしい人、
どちらも活用したい人が育児を助
け合うボランティア組織です。習
い事の送迎や、保育時間終了後の
預かりなどをする人（まかせて会
員）を募集しています。資格や経
験はいりません。報酬は１時間
600円です。

子育て支援課　995-1841
陸上自衛隊高等工科学校採用試験
（推薦・一般）

推薦▶令和４年１月８日㈯～
11日㈫の指定する１日

　一般●１次▶令和４年１月22
日㈯、23日㈰●２次▶令和４
年２月３日㈭～６日㈰

　※１次、2次ともに試験日はい
ずれか１日を指定
中学校を卒業した17歳未満の
男子（卒業見込を含む）
推薦▶12月３日㈮

　一般▶令和４年１月14日㈮
推薦については中学校長などの
推薦が別途必要です。

自衛隊三島募集案内所
　989-9111
令和４年度放課後児童室入室児童

保護者が勤務などで放課後に面
倒を見られない、市内の小学校
に通学する児童
入室を希望する放課後児童室で
申請書を入手して提出
12月１日㈬～12月17日㈮
児童室 電話番号 定員
東小 992-4282 135人
西小 992-5580 120人
深良小 992-7336 55人
富岡第一小 997-1116 70人
富岡第二小 090-1412-0534 15人
須山小 998-0066 25人
向田小 993-7400 15人
千福が丘小 992-4300 30人
南小 993-6556 75人

※児童室は各学校敷地内にありま
す。富岡第二小のみ呼子集会所
です。
●申込書は市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。●
入室の可否は、令和４年１月か
ら２月中旬に決定します。●児
童説明会・オリエンテーション
を令和４年３月初旬に開催しま
す。
教育総務課　995-1837

受付時間：８時30分〜17時

３日㈬ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

６日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

13日㈯ 高橋設備
☎993-1336

14日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

20日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

21日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

23日㈫ 杉山産業
☎992-1131

27日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

28日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

※工事・修理は有料

11月の水道工事当番店

22
2021.11
広報すその



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

11月
２日㈪・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪休館日 １日㈪・８日㈪・15日㈪
22日㈪・25日㈭・29日㈪休館日

発見！くらしのなかの
プログラミング２
監　修：藤川 大祐
出版社：ポプラ社
　昔の大変さと、今の便利さの違い
にとてもびっくりしました。機械の
仕組みが分かって面白いです。

一般書
	 ●たそがれ大食堂　著：坂井希久子　双葉社

	 ●かぞえきれない星の、その次の星 
 著：重松清　KADOKAWA

	 ●アルテミスの涙　Tears	of	Artemis
 著：下村敦史　小学館

	 ●旅のない　著：上田岳弘　講談社

	 ●月と日の后　著：冲方丁　PHP研究所

児童書
	 ●すてきなタータンチェック
 文：奥田実紀　絵：穂積和夫　福音館書店

	 ●物語王さまとかじや
 文：ジェイコブ・ブランク　絵：ルイス・スロボドキン　徳間書店

	 ●おてんばヨリーとひげおじさん
 作：アニー・M.G.シュミット
 絵：フィープ・ヴェステンドルプ　岩波書店

	 ●青いつばさ
 作：シェフ・アールツ　訳：長山さき　徳間書店

	 ●カピバラのだるまさんがころんだ
 絵：柴田ケイコ　作：中川ひろたか　金の星社

秋のビブリオトーク
　６日㈯　14 時～ 本館２階展示室

リサイクルブックコーナー
　13 日㈯～ 24 日㈬ 本館１階玄関ホール

絵本とおしゃべりのへや
　18日㈭　10時～11時30分 本館２階視聴覚室

ファーストブック・セカンドブック
　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

すその 16ミリ映画祭
　20日㈯　14時～　 東西公民館会議室
 （鈴木図書館３階）

おはなしフェスティバル
　20日㈯　11時～11時30分 本館２階展示室

親子チャレンジ広場　科学遊び教室
27日㈯　10時～12時
東西公民館会議室（鈴木図書館3階）
市内に住んでいる小学生とその保護者
８組（先着順）
ちりめんじゃこを使った科学遊びを体験し作品を作
ります。
直接または電話でお申し込みください。
６日㈯～20日㈯

新刊紹介行事予定

図書館利用者
出口 颯

そう

馬
ま

さん
（８歳・伊豆島田）
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救急協力医 診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日　８時〜18時

November11月
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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

2 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 クボタ小児科 975-7984 泉町

3 ㈬

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

あそうクリニック 929-7575 筒井町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

杉山病院 963-4114 錦町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

4 ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

5 ㈮ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 函南平出
クリニック 978-1366 函 塚本

7 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 守重医院 931-2511 我入道
江川

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

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

8 ㈪ スマイリー
クリニック 957-2510 中土狩 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

9 ㈫ おおい神経内科 922-8886 北高島町 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

10 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

11 ㈭ 林医院 931-1120 住吉町 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

12 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 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

13 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

14 ㈰

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

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

15 ㈪ 杉山医院 992-0028 平松 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

16 ㈫ 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

17 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 桑名眼科脳神経

クリニック 975-2200 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈭ 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

19 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 白石医院 951-4593 市道町 田中医院 921-2053 高島町

20 ㈯ 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

21 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 西方外科医院 921-1333 共栄町

旭医院 966-0031 原 西村医院 971-6510 下土狩

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

蔓陀ヶ原
沼津大山
クリニック 954-2274 大手町
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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 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈫

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

あきやま
クリニック 986-6000 下土狩 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 東医院 921-5520 高沢町

24 ㈬ 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

25 ㈭ 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

26 ㈭ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

27 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 酒井医院 966-1755 今沢 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

28 ㈰

新井内科
クリニック 992-0811 久根 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

森医院 966-2017 石川 よざ小児科医院 967-5722 原

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

29 ㈪ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 田中医院 921-2053 高島町

30 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 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

3 ㈬ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

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

中里歯科医院
976-1818 伏見

7 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院 
0545-30-8733 浅間本町

いとう眼科クリニック 
946-6666 佐野

田中産婦人科医院
971-3541  中央町

新美歯科オーラルケア 
988-8239 下土狩

14 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科 
933-3311 御幸町

みつい眼科クリニック 
992-5555 茶畑

聖隷沼津病院
952-1000  松下

西島歯科医院
988-3162 納米里

21 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院 
0545-66-5100 宮島

桑名眼科クリニック 
987-5575 下土狩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

服部歯科医院
992-0011 佐野

23 ㈫ なめり竹山耳鼻咽喉科 
980-4133 納米里

山内眼科クリニック 
975-8338 中田町

岩端医院
962-1368 大手町

スルガ平デンタルクリニック 
988-0120 東野

28 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院 
972-1133 東本町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

前川産婦人科クリニック 
999-0300 下長窪

ひだまり歯科クリニック 
955-7827 佐野

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
　11月16日㈫▶︎18時～
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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カ月までの
子どもを紹介！

長田 陽
よう

さん
（２歳11カ月・中丸下）

杉山 結
ゆい

さん
（２歳11カ月・佐野上宿）

湯川 蒼
あお

斗
と

さん
（２歳10カ月・御宿新田）

大嶋 瑛
えい

人
と

さん
（２歳11カ月・トヨタ）

西川 永
はる

華
か

さん
（３歳・佐野上宿）
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●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

●すくすく授乳相談
２日㈫・17日㈬・12月１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
22日㈪　13時～15時
妊産婦・乳幼児

●パパママスクール
19日㈮　18時30分～20時15分

　12月３日㈮　13時30分～15時50分
初妊婦・夫・家族

●成人健康相談
15日㈪　13時～15時
生活改善に関する相談を希望する人

●成人食事健康相談
１日㈪、12月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
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
８日㈪・25日㈭　13時30分～15時30分
こころの悩みに関する相談を希望する人

●６か月児育児教室
10日㈬　９時30分～11時
令和３年５月生まれの人

●１歳６か月児健康診査
16日㈫　12時45分～
令和２年４月生まれの人

●３歳児健康診査
18日㈭　12時45分～
平成30年10月生まれの人

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。

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって中止や
　変更になる場合があります。


