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　㈱伊藤園が募集した『第32回伊藤園お～いお茶新俳
句大賞』の入賞作品が10月24日㈰に発表されました。
西島さんは７つの部門のうち、自分が感じたこと、
思ったことを俳句と画像で自由に表現する新俳句フォ
トの部に応募。応募総数3,487句の中から見事大賞に
選ばれました。西島さんが応募を始めたのは５年ほど
前。「祖母が趣味で俳句や短歌を詠んでいたのを近く
で見ていたこともあり、子どものころから俳句に興味
がありました。この新俳句大賞は季語の制約がないた
め、やってみようと思いました」と、応募したきっか
けを語ります。
　大賞を受賞した作品は「妹と海に出かけたときに写
真を撮りました。そのとき
は日差しの強い夏の日で、
妹がヒマワリを持っていた
情景を覚えています。この
写真を第三者や何十年後の
自分が見たら単なる古い写真でしかないのだろうな、
という思いを俳句で表現しました。過去に入賞したこ
とはありますが、今回大賞に選んでいただいたのはあ
りがたいことですし、写真を撮らせてもらった妹に感
謝しています」と西島さん。写真も趣味で、地元の
フォトコンテストなどにも応募し
ているそうです。
　「写真も俳句ももっと勉強して
いきたい」と抱負を語る西島さん。
おだやかな話し方が印象的でした。
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　11月３日㈬から14日㈰にか
けて市民芸術祭が開催されまし
た。初日となった3日は「芸術
に触れる文化の日」として多く
の体験ブースが設けられ、作品
作りを楽しむ人たちでにぎわい
ました。

広報特派員：杉本 武滿

芸術に触れる秋

西島　千尋さん（33歳・元町）

伊藤園 お～いお茶新俳句大賞
新俳句フォトの部 大賞を受賞

『けど明日は光の中の古写真』
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■カーボンニュートラルシティ
　カーボンニュートラルシティは、環境省が呼びかけ
ている取り組みで、2050年までに温室効果ガスの排
出量を実質ゼロにすることを目指すことを首長自ら、
または自治体として公表した地方自治体のことを指し
ます。

■温室効果ガス排出の実質ゼロ
　二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの人為的
な発生源による排出量と、森林などの吸収源による除
去量との間の均衡を達成することです。2050年まで
にカーボンニュートラル、脱炭素社会を実現すること
が日本の目標となっています。

■カーボンニュートラル実現に向けた取り組み
　令和３年３月に第２次市環境基本計画（後期計画）
を策定しました。計画の第５章地球温暖化対策地方公
共団体実行計画（区域施策編）では、６つの重点取り
組みを掲げています。
≪重点取り組み≫
・再生可能エネルギーを普及させる
・省エネルギーを推進する
・環境負荷の少い交通を普及させる
・集約したまちをつくる
・まちの緑を増やす
・６Rを推進する

　市は、市民や事業者と共に地球温暖化対策への取り組みをより一
層進めていくため、10月5日㈫の市議会全員協議会で、カーボン
ニュートラルシティを宣言しました。
　2050年までに温室効果ガス排出の実質ゼロを目指し、脱炭素の
持続可能な社会を目指します。

　気候変動は、私たち一人ひとり、この星に生
きるすべての生き物にとって避けることのでき
ない、喫緊の課題です。
　近年、地球温暖化が原因とみられる気候変動
の影響により、世界規模で、自然災害が頻発、
激甚化しています。
　こうした気候変動は、私たちの生命や財産を
おびやかすだけでなく、自然環境や生態系への
悪影響など、もはや人類だけでなく、全ての生
き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危
機」とも言うべき、極めて深刻な事態となって
います。
　2015年に合意されたパリ協定では「産業革
命からの平均気温上昇を２℃未満とし、1.5℃
に抑えるよう努力する」との目標が国際的に広
く共有されました。

　さらに2018年に公表されたＩＰＣＣ（国連
の気候変動に関する政府間パネル）の特別報告
書では、「気温上昇を２℃よりリスクの低い、
1.5℃に抑えるためには、2050年までに温室効
果ガスの排出量を実質ゼロにすることが必要」
とされています。
　富士、愛鷹、箱根山麓に位置し、「富士山の
すその 水・緑・人を共に育てるまち」を環境
像に掲げる裾野市は、国際社会の一員として、
2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼ
ロにする「カーボンニュートラルシティ」の実
現に、市民や事業者と一丸となって挑戦します。

令和３年１０月５日 　
裾野市長　髙村 謙二　

裾野市「カーボンニュートラルシティ」宣言

生活環境課　995-1816

カーボンニュートラルシティを宣言
2 0 5 0 年 ま で に 温 室 効 果 ガ ス 排 出 の 実 質 ゼ ロ を
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10月５日㈫市役所で『これからのまちづくり』説明会を開催しました。
説明会では、髙村市長とゲストにお招きしたトヨタ自動車㈱の子会社であ
るウーブン・プラネット・ホールディングス㈱（WPH）代表取締役
ジェームス・カフナー氏が、市のまちづくりとウーブン・シティの連携な
どについて説明を行いました。説明会に引き続き地元住民との意見交換も
行われました。市YouTubeチャンネルでも生配信された説明会、主な内
容を抜粋して紹介します。

◆まちの将来像とカーボンニュートラルシティ宣言
　市制施行50周年を迎えた当市は、１月に第５次市総
合計画を策定しました。富士山、豊かな自然、地下水、田
園風景、地域経済を牽引する企業などの『裾野らしさ』と、
①住み続けたくなる②人や企業に選ばれる③快適で安
全・安心④協働・連携する⑤未来志向の５つの『まちづ
くりの方針』のもと、10年後のまちの将来像を『みんな
が誇る豊かな田園未来都市すその』としました。
　市内には、日本を象徴する富士山をはじめ、田園風景
など良い意味での田舎らしさが広がっています。一方で、
世界的には、地球温暖化が気候変動を触発し、様々な自
然災害が発生しています。気候変動問題は、人類共通の
喫緊の課題であり、市民の生命、身体、財産を守り、豊か
な自然環境を未来に引き継ぐため、市も地球温暖化対
策に取り組んでいかなければなりません。このため、市で
は2050年までに、温室効果ガスの排出量を実質ゼロに
する都市を目指すカーボンニュートラルシティ宣言を行
いました。ウーブン・シティとの連携をはじめ企業からの
提案などをいただき、カーボンニュートラルに向けた取
組を展開していきます。

◆SDCC構想とウーブン・シティとの連携
　市では、昨年３月に市独自の次世代型近未来都市構
想であるスソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ構想
（SDCC構想）を発表しました。豊かな自然環境のもと、
クリエイティブマインドを持った市民や企業などがデジタ
ル技術やデータを利活用し、あらゆる分野の地域課題を
解決することを目指します。取組の柱として、産業育成や
雇用の確保、交通環境の整備など９つの取組の方向性

を掲げています。一番目に掲げているのが、トヨタ自動
車㈱が建設を進めているウーブン・シティ周辺などの整
備と地域との融合です。
　市では、トヨタ自動車㈱がウーブン・シティ構想を発表
したのを機に、これまで検討を進めていた北部地域の都
市計画にウーブン・シティの新たなエッセンスを加え、北
部まちづくり基本構想を策定しました。最寄駅となる岩
波駅周辺地区のまちづくりを短期計画と掲げ、従来の移
動手段に加え、小型モビリティなどの新しい技術の導入
などをウーブン・シティと連携しながら進め、岩波駅周辺
の拠点性向上と北部地域の発展につなげていきます。

◆岩波駅周辺地区のまちづくり
　岩波駅周辺地区まちづくり基本計画の策定に向け、６
月から、市民、商店会、周辺企業に通勤している方など
約40人の方々にワークショップに参加していただいてい
ます。参加者の皆様の想いを受け止め、まちづくりの計
画に反映させていきたいと考えています。
 　田園未来都市すそのの実現に向けては、財政が厳し
い中でも将来への投資は必要と考え、企業版ふるさと
納税を活用して推進していきます。現時点で、トヨタ自動
車㈱をはじめ複数の企業からご賛同をいただいています。
市内の魅力を最大限に発揮させ、市民、事業者の皆さま
と共に『住みやすい
まちづくり』を行うこ
とで、みんなが誇る
豊かな田園未来都市
すそのの実現を目指
していきます。

みんなが誇る豊かな田園未来都市すそのの実現に向けて 裾野市長　髙村謙二

の ま ち づ く り
ウ ー ブ ン ・ シ テ ィ と 連 携 、 田 園 未 来 都 市 す そ の を 目 指 し て

みらい政策課　995-1804

こ れ か ら

JR岩波駅JR岩波駅
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◆裾野市とトヨタのつながり
～共に歩んで50年～ 
　1966年、トヨタは自動車性能試験場（のちの東富士研
究所）を設立し、1967年には、乗用車組立工場（のちの
トヨタ自動車東日本東富士工場）が完成しました。以降、
東富士工場では752万台の車両を生産し、まさに日本の
モータリゼーションをこの裾野の地で支えてきました。ま
た、地域貢献活動として「トヨタスクール東富士」と呼ん
でいる社会科見学も行ってきており、延べ4万人以上の
子どもたちが工場に来て
くれました。1971年に裾
野市が誕生して以来50年、
こうして裾野市とトヨタは
共に歩んできました。

◆ウーブン・シティの原点
～未来へ向け新しい価値を生み出し、地域を活性化～

　トヨタは、東北の東日本大震災からの復興を支援する
ため、東富士工場の自動車生産を東北に移管することを
決定しました。ウーブン・シティのコンセプトは、そのよう
な中、トヨタの豊田章男社長と、東富士工場を去ること
になった従業員との対話から生まれました。それは、その
従業員の「みんな東北に移ってクルマづくりを続けてい
きたいが、いろいろな事情があって、すべての従業員が
引っ越して東北で働けるわけではない」という、自分では
なく仲間のことを思いやった、勇気ある発言がきっかけ
でした。そこで豊田社長は、「この裾野の地で未来に向
けた新しい価値を生み出し、再びこの地域を活性化させ
ていきたい」と話したのです。

◆ウーブン・シティのコンセプト
～「ヒト中心」の街、「実証実験」の街、「未完成」の街～

　ウーブン・シティは「ヒト中
心」の街、「実証実験」の街、
「未完成」の街をブレない軸
とし、ヒトが幸せになるための
様々な挑戦をしていきます。モ
ビリティ、物流、エネルギー、
食・農業など、様々な分野で
の実証を行い、その技術を地
域の皆さまも体験できるようなオープンな街づくりを目
指していきます。また、「カーボンニュートラルシティ宣
言」をした裾野市と同様、ウーブン・シティも水素エネル
ギーなどを活用したカーボンニュートラルな街を作ってい
きます。水素をより身近に感じていただけるように、先進技
術を使いながら、様 な々実証のアイディアを考えていきます。

◆ウーブン・シティと地域の連携
～岩波駅周辺整備を支援、地域との繋がりを大切に～

　裾野市とウーブン・シティが共に発展していくことを目
指しています。具体的には、既に企業版ふるさと納税を
活用し、岩波駅周辺整備の支援を開始しています。将来
的にはe-Palette（イーパレット）などの新しいモビリティ
を市民の方にも使っていただき、移動をはじめとする地
域の課題解決にも貢献していきたいと思っています。そし
て、この岩波駅周辺がモビリティの拠点として、活気のあ
るコミュニティになって欲しいと願っています。トヨタが
培ってきた50年間の地域との繋がりを大切にし、これか
らの50年をまた共に歩んでいきたいです。

ウーブン・シティの取組と裾野市との連携 ウーブン・プラネット・ホールディングス㈱
代表取締役　ジェームス・カフナー氏

Woven City（ウーブン・シティ）は、人々の未来の暮らし、働き
方、移動を大きく進化させる先駆的なプロジェクトです。そこに住
まう人、そこに生まれるコミュニティの幸せと成長をもっとも大切
にする「ヒト中心の街」。日々いとなむ生活を通して未来技術を進
歩させる、活きた「実証実験の街」。住民とパートナーの継続的な
参加によって成長し、進化し、共に未来を創造し続ける「未完成の
街」。この3つのコンセプトをブレない軸とし、「ヒト」、「モノ」、
｢情報」のモビリティにおける新たな価値と生活を提案し、幸せの
量産を目指します。　　　　　　　 （Woven City HPから抜粋)
※トヨタ自動車東日本㈱東富士工場跡地に建設予定
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市のまちづくりとウーブン・シティをどのよう
につなげようとしているのか。

市長：ウーブン・シティは世界が注目するスマートシ
ティになります。市独自のSDCC構想は、市をデジ
タルやクリエイティブな発想で変革していくものです。
この二つの取組を進めていくことで、市内に双子のス
マートシティができることを目指していきます。市内
には、心の豊かさを与えてくれる自然があります。人
間味あふれる地域でもあります。地域の魅力に磨きを
かけ、ウーブン・シティに住む人たちとの交流の機会
を楽しむことで、お互いを高め合っていきたいです。
カフナー氏：裾野の地域だけでなく、世界中の様々な
問題解決にどうやって貢献できるかを考えています。
裾野で行うこの街作りが、日本だけでなく世界的な良
い例となることを目指しています。これを成功させる
ためには、パートナーの皆さま、そして地域の皆さま
の支援が必要になると思っています。そのために裾野
市とも協力し、企業版ふるさと納税なども活用しなが
ら、この地域の活性化に貢献していきたいです。

ウーブン・シティには、どのような人が住むの
か。また周辺の住民との関係はどうなるのか。

カフナー氏：家族層や高齢者、発明家など、普通の街
と同様に様々なタイプの人がこのウーブン・シティに
住むことになると思います。この裾野の地から世界に
広がっていくような、多くの人々にとっての幸せを生
み出す技術やサービスを作っていきたいです。また私
たちは、素晴らしいアイディアを持つ人、発明家にな
りたいなどの熱意を持った若い人たちを歓迎していま
す。このような革新的なプロジェクトをこの地で進め
ていけることを嬉しく思います。

子育て世帯が住みたいと思うまちにするために、
もっと教育に力をいれてほしいのですが。

市長：『まちづくりは人づくり』といわれることもあ
るように、子どもの教育はとても重要な課題と認識し
ています。SDCC構想では、グローバル人材の育成
とICT環境の整備も掲げています。新型コロナウイル
スの影響で、リモート環境も急速に普及しました。こ
れまで経験したことがない環境での教育、新しい技術
の導入など、教育の面でもウーブン・シティと連携し、
子どもたちの健全な育成を図る方策を進めていきたい
と思っています。
カフナー氏：実は自分もかつては大学で教授を務めて
いたこともあり、教育の重要性は認識しています。ヒ
トの能力を解き放つのはウーブン・シティの目的でも
あり、それを新たなテクノロジーで後押ししていきた
いと思います。世界にとってプラスになるようなこと
をしていきたいと、心の中に情熱を持って働けるヒト
を育てていきたいです。

ウーブン・シティができることで、交通渋滞や
治安の問題など住みにくいまちにならないか。

市長：岩波駅周辺整備の目的は、安全で安心なまちづ
くりと新たな賑わいの創出です。賑わいを創出しつつ、
安全安心のための対策をどのようにしていくのか地域
の人たちと話し合っていきたい。ソフト面では、デー
タを利活用することで健康寿命が延びたとか移動手段
が楽になったなど、デメリットを大きく上回るメリッ
トが出るようなSDCCの具現化をウーブン・シティ
とも連携しながら進めていきたいと思います。
カフナー氏：「ヒト中心の街」といっているので、安
全と安心はウーブン・シティの中だけでなく、このコ
ミュニティも含めて考えなければならないと思ってい
ます。新しいテクノロジーであるデジタルツインを使
いながら、そうした問題に対して良い解決策を見つけ
ていきたいです。高齢者へのご心配の声もいただきま
したが、高齢者はまさにウーブン・シティに住んでい
ただきたいターゲットの一つです。高齢者の方の感じ
る課題をより深く理解し、それを解決できるテクノロ
ジーを一緒に作っていきたいです。

意見交換会 住民の皆さんからの質問にジェームス・カフナー氏と市長が回答しました

Q

Q

Q

Q
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ウーブン・シティをきっかけに、自ら学ぶ姿勢を
より持ちたいと思っている。自分たち学生はどん

なことを学んでいけばいいか、メッセージをください。

カフナー氏：SDGsは17番目のゴールの先に「幸せ」
という18番目のゴールがある。これは豊田社長が
言っていたことですが、私も同様に思っています。こ
れは自分の幸せだけでなく、他者の幸せも含まれます。
（質問していただいた）あなたみたいな方に、持続可
能なコミュニティやカーボンニュートラル、SDGsの
実現に向けてぜひ努力して欲しいと思っています。

私が子どものときは、「大きくなったら何になりたい
の？」とよく聞かれましたが、今の若者には「あなた
はどのような問題を解決したいの？」と聞くべきだと
思います。若い方には、そういったミッションを心に
持ち、チャレンジし、勉強し続けて欲しいと思います。
このコミュニティのそんな志を持つ皆さまを、私たち
は喜んで支援していきたいと思います。若い方が積極
的な姿勢を示してくれて、今日は本当に嬉しく思いま
した。

ウーブン・シティのプロジェクト
の進捗状況は？

現在は造成工事を行っていて、2022年（令和４年）
から建築工事を開始、2024年（令和６年）～2025
年（令和７年）までに工事を行い、その後Phase1
（フェーズワン）と呼んでいる最初のエリアをオープ
ンする予定です。その他、今まで公表した内容は
ウーブン・シティのウェブサイトにまとめていま
すので、是非ご覧ください。
トヨタはゼロから裾野の地で事業を行うのではな
く、東富士研究所やトヨタ自動車東日本㈱東富士
工場がそうしてきたように、地域に根差した良き
企業市民でいたいと思っています。
ウーブン・シティは「街」であると同時に、私有
地・自己資本で様々な技術の実証実験を行うモビ
リティカンパニーとしての「テストコース」でも
あります。車両のテストコースと同様に、街の開
発に関わる内容は多くの関係者がいることから、
不確定な状態のままではお伝えできないことも多
くあります。
今後とも皆さまにワクワクしていただけるような
情報は、決まり次第、随時お伝えしていきたいと
思っているので、楽しみにお待ちください。

● 説明会の様子は、市公式YouTubeチャンネルでみることができます

〔市公式YouTubeチャンネル〕https://www.youtube.com/watch?v=ArUuk8WdYOI

● ウーブン・シティの詳しい情報は、公式ウェブサイト、Facebook（フェイスブック）ページをご覧ください。

事前に受け付けた質問の回答は、市のウェブサイト
に掲載しています。
https://www.city.susono.shizuoka.
jp/soshiki/3/1/8/2/16266.html

Q
WPHから
回答を

いただきました

〔ウーブン・シティ公式ウェブサイト〕
 https://www.woven-city.global/jpn

〔ウーブン・シティFacebookページ〕
 https://www.facebook.com/
 WovenCity.JP/
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特
　
集

令 和 3 年 度

市 の 財 政 状 況

一 般 会 計
予 算 額　211億8,092万円
収入済額　100億9,945万円
支出済額　　91億7,056万円

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

　市では毎年２回、６月と12月に『市の財政状況』を公表しています。今回
は令和３年度歳入・歳出予算について、９月30日現在の執行状況などを掲載
します。

財政課
　995-1801

用 語 解 説

市 税▶市民税、固定資産税、軽自

動車税など

地 方消費税交付金▶地方消費税

(消費税10%のうち2.2%分)の

1/2を人口・従業者数に基づき

各市町に分ける交付金

国庫、県支出金▶国、県から交付

される補助金など

民 生費▶高齢者・障がい者・子ど

もの福祉などのための費用

土 木費▶道路、河川、公園の維持

管理などのための費用

教 育費▶幼稚園・小·中学校の維

持管理や、文化・スポーツの振

興、生涯学習などのための費用

衛生費▶健康増進、環境衛生、ご

み処理などのための費用

総 務費▶税の賦課徴収、市庁舎や

戸籍・住民基本台帳の維持管理、

交通安全対策などのための費用

公 債費▶市債などの元金・利子の

償還のための費用
市税の
負担状況

１人当たり95,831円　１世帯当たり222,591円
 (法人市民税を除く)
※令和３年９月30日現在の人口50,566人、世帯数    

21,770世帯で計算

歳入

歳出

51.3%51.3%

26.9%26.9%

14.0%14.0%

10.7%10.7%
13.6%13.6%

9.9%9.9%

14.2%14.2%

10.7%10.7%

8.2%8.2%

7.1%7.1%

1.7%1.7%

0.9%0.9% 30.8%30.8%

市税
51億7,600万円
(93億5,200万円)

市税
51億7,600万円
(93億5,200万円)

民生費
24億6,750万円
（58億46万円）

民生費
24億6,750万円
（58億46万円）

土木費
12億8,166万円
(32億7,957万円)

土木費
12億8,166万円
(32億7,957万円)

教育費
9億7,978万円
（24億6,898万円）

教育費
9億7,978万円
（24億6,898万円）

その他
9億8,573万円
（19億3,231万円）

その他
9億8,573万円
（19億3,231万円）

衛生費
12億4,631万円
(29億9,727万円）

衛生費
12億4,631万円
(29億9,727万円）

総務費
9億839万円
(22億3,250万円）

総務費
9億839万円
(22億3,250万円）

公債費
13億119万円
（24億6,983万円）

公債費
13億119万円
（24億6,983万円）

諸収入
１億6,850万円
(7億2,913万円)

諸収入
１億6,850万円
(7億2,913万円)

※上段は収入済額、( )内は予算額
　構成比は収入済額ベース【収入率 47.7%】
※上段は収入済額、( )内は予算額
　構成比は収入済額ベース【収入率 47.7%】

※上段は支出済額、( )内は予算額
   構成比は支出済額ベース【執行率 43.3%】
※上段は支出済額、( )内は予算額
   構成比は支出済額ベース【執行率 43.3%】

その他
31億2,339万円
(35億7,390万円)

その他
31億2,339万円
(35億7,390万円)

県支出金
8,783万円
(11億8,845万円)

県支出金
8,783万円
(11億8,845万円)

地方消費税交付金
７億1,338万円
（9億7,920万円）

地方消費税交付金
７億1,338万円
（9億7,920万円）

国庫支出金
8億3,035万円
(35億7,864万円)

国庫支出金
8億3,035万円
(35億7,864万円)
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特別会計・公営企業会計

財産などの状況

　特別会計や公営企業会計は、特定
の目的についてや特定の収入で事業
を行う場合に、経理を他の会計と区
別する必要があるため、法律や条例
に基づいて設置するものです。
　当市では国民健康保険事業など６
つの特別会計と、水道事業会計・下
水道事業会計・簡易水道事業会計の
３つの公営企業会計があり、独立採
算制で事業・経理を行っています。

■ 土地開発公社
　施設・道路などを建設しやすくするため、土地の取
得、管理、処分などを行っています。

予算現額 執行額 執行率
収 益 的 収 入 4万円 0円 0%
収 益 的 支 出 30万円 20万円 66.7%
資 本 的 収 入 2万円 0円 0%
資 本 的 支 出 0円 0円 0%

■ 水道事業会計※
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 9億6,752万円 3億9,840万円 41.2%
収 益 的 支 出 7億4,285万円 1億　　232万円 13.8%
資 本 的 収 入 2,500万円 853万円 34.1%
資 本 的 支 出 4億1,264万円 1億1,045万円 26.8%

■市の財産
市有財産 現在高または数量

基金 76億　　170万円
出資金および貸付金 4億1,459万円

土地 721,508㎡
山林 1,211,336㎡
建物 161,955㎡
車両 116台

※基金とは、特定の目的のために積み立てられた市の貯
金です。当市には現在22種類の基金があります。

■ 借りているお金（市債） 
事業名 市債現在高

　１　普通債 121億1,187万円
総務債 1億8,712万円
民生債 2億　　281万円
衛生債 21億6,134万円
農林債 9,553万円
商工債 1,134万円
土木債 60億4,409万円
消防債 4億5,294万円
教育債 29億5,670万円

　２　災害復旧債 4,540万円
農林施設 100万円
土木施設 4,440万円
教育施設 0円

　３　その他 60億8,049万円
減税補てん債 2億1,137万円

臨時税収補てん債 0円
臨時財政対策債 29億　　898万円
減収補てん債 29億6,014万円
一般会計合計 182億3,776万円

墓地事業 2,637万円
特別会計合計 2,637万円

水道事業 4億6,658万円
下水道事業 51億8,441万円

簡易水道会計 2,495万円
公営企業会計合計 56億7,594万円

■ 下水道事業会計※
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 7億4,735万円 4億　　969万円 54.8%
収 益 的 支 出 7億4,502万円 1億5,186万円 20.4%
資 本 的 収 入 4億4,870万円 2億1,060万円 46.9%
資 本 的 支 出 7億3,411万円 3億　　483万円 41.5%

■ 簡易水道事業会計※
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 5,627万円 1,432万円 25.4%
収 益 的 支 出 5,627万円 487万円 8.7%
資 本 的 収 入 1,226万円 　　1,226万円 100.0%
資 本 的 支 出 1,591万円 172万円 10.8%
※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場合は、

損益勘定留保金などで補てんします。

■ 特別会計
予算現額 収入済額 支出済額 執行率

国 民 健 康 保 険 48億1,050万円 22億8,655万円 19億　299万円 39.6%
後 期 高 齢 者
医 療 事 業 6億　573万円 2億2,058万円 1億3,990万円 23.1%

介 護 保 険 38億2,174万円 17億6,229万円 14億4,207万円 37.7%
土 地 取 得 50万円 4万円 3万円 6.0%
墓 地 事 業 2,790万円 1,138万円 976万円 35.0%
企業版ふるさと
納 税 地 方 創 生 7億7,120万円 7億6,830万円 3,113万円 4.0%

合 計 100億3,757万円 50億4,914万円 35億2,588万円 35.1%

9
2021.12

広報すその



　人事行政の透明性を高め、市政への理解と信頼を得られるよう、市人事行政の運営
等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、職員の給与や定数管理の状況のあらま
しを公表します。

人事行政の運営などを公表
職員数や給与に関する状況など

　　　部門

区分　　

一般部門 特別行政
部門

公営企業などの
会計部門

合
計議

会

企
画
総
務

税
務

民
生

衛
生

労
働

農
林
水
産

商
工

土
木 計 教

育 計 水
道

下
水
道

そ
の
他

計

令和２年度 4 82 20 66 41 1 8 9 40 271 56 56 6 6 15 27 354

令和３年度 4 79 20 68 40 1 8 10 41 271 57 57 7 5 16 28 356

対前年増減数 0 ▲ 3 0 2 ▲ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ▲ 1 1 1 2

区分 住民基本台帳人口
（令和3年１月１日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
令和元年度の

人件費率
令和２年度 51,085人 275億3,236万9,000円 35億1,029万3,000円 12.7% 13.5%

区分 職員数
A

給与費 一人当たりの
給与費 B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

令和２年度 328人 12億2,622万9,000円 3億4,123万5,000円 5億1,019万円 20億7,765万4,000円 633万4,000円

区分 平均年齢 平均給料月額 学歴 初任給 経験年数10年 経験年数20年 経験年数30年

一般行政職 41.7歳 32万3,713円
大学卒 18万8,700円 27万5,033円 36万8,940円 40万8,555円

高校卒 15万4,900円 ― ― 35万8,833円

技能労務職 54.3歳 37万4,992円 高校卒 15万4,900円 ― ― 36万9,900円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
１．職員数に関する状況

２．職員の給与に関する状況

①人件費の状況（普通会計決算）

②職員給与費の状況（普通会計決算）

③職員の平均年齢、給与月額などの状況

（単位：人）

※職員数は一般の職員数で、地方公務員の身分を持つ休職者・派遣職員などを含みます。会計年度職員は除きま
す。

※平均給与月額とは、各職種の職員の基本給の平均です。

人事課
　995-1806

2021.12
広報すその10



３．職員の手当に関する状況
　　（令和３年４月１日現在）

①期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.275月分 0.95月分 2.225月分

12月期 1.275月分 0.95月分 2.225月分

合計 2.55月分 1.9月分 4.45月分

②退職手当

区分 自己都合 応募認定・定年・任期満了
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度 47.709月分 47.709月分

③地域手当　支給率８％
　１人当たり平均支給年額31万2,660円
④特殊勤務手当　18種類
　１人当たり平均支給年額１万8,918円
⑤その他手当
　扶養手当、住居手当、通勤手当など

４．特別職の給与などに関する状況
　　（令和３年４月１日現在）

区分 役職 月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（６月期）
2.15月分

（12月期）
2.15月分副市長 66万円

教育長 63万円

報酬
議長 38万5,000円

（６月期）
1.825月分

（12月期）
1.825月分副議長 34万5,000円

議員 32万5,000円

５．分限と懲戒処分に関する状況（令和２年度）
①分限処分者数　５人

※職員がその職務を十分果たしえない場合などに行
う処分です。

②懲戒処分者数　３人
※職員の一定の服務義務違反に対して、道義的責任

を問う処分です。

６．福祉と利益の保護に関する状況
　共済組合では、大きく分けて３つの事業を行ってい
ます。

事業 内容

短期給付事業 職員とその家族の病気、けが、出産、
死亡などに対して必要な給付を行う

長期給付事業 職員の退職、障がい、死亡に対して
年金・一時金の支給を行う

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金の貸
し付けなどを行う

　市では、健康診断などの職員の厚生活動事業を行っ
ているほか、職員の任意による互助組織の職員互助会
を組織し、文化事業や体育事業、職員の健康増進事業
などを行っています。

７．研修と勤務成績の評定に関する状況
　令和２年度は、延べ332人が参加しました。

研修 内容 参加人数
職階ごと
の研修

新規採用職員・主査・管理者
などに分けて実施 116人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 185人

派遣研修 県自治研修所・市町村アカデ
ミーなどの研修機関で実施 25人

自主研修 自己啓発支援研修・自主研究
グループなどを実施 6人

　人事評価については、人材育成型の人事評価制度を
導入しています。評価結果は勤勉手当に反映していま
す。

８．勤務時間とその他の勤務条件に関する状況
①一般職員の勤務時間の状況
　勤務時間／７時間45分（８時30分～17時15分）
　休憩時間／12時～13時
②年次有給休暇の使用状況（令和２年）
　１人当たり／９日と４時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況（令和２年

度）
　育児休業／２人　育児短期間勤務／２人
　部分休業／２人

※令和２年度に新たに育児休業と部分休業を取得し
た人数です。
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一般競争入札
　入札参加者を募集し、市があらかじめ設定した金額
（最低売却価格）以上で最も高い価格を入札した人に
売却物件を購入していただく方法です。オークション
ではありません。
入札参加資格
　国内に住民登録をしている個人または法人登録をし
ている法人
入札参加申込期間
12月15日㈬～令和４年１月31日㈪

入札日
令和４年２月15日㈫
●入札参加申し込みをしていない人は参加できません。
●入札保証金をあらかじめ納付しなければなりません。
その他
　入札参加申込にあたっては諸条件があります。詳し
くは市公式ウェブサイトをご覧いただくか、行政課ま
でお問い合わせください。

未利用の市有地を一般競争入札で売却
参加申込期間：12月15日㈬～令和４年１月31日㈪

売却物件

市が保有し、現在は未利用となっている土地を売却します。購入者を
一般競争入札で決定し売却するため、入札に参加する人を募集します。 行政課

995-1807

所在地
【物件呼称】 位置図 公簿面積

（㎡）
都市計画区域・

用途地域
（建ぺい率・容積率）

最低売却価格
（円）

佐野784番4､5
【旧勤労青少年ホーム跡地】

947.19
市街化区域・

第1種住居地域
(60%・200％）

6,829万円

佐野1148番3､12
【旧事業代替地用地】

431

市街化区域・第
1種中高層住居

専用地域
(60%・150％）

3,083万円

佐野733番4
【旧職員駐車場】

237
市街化区域・

第1種住居地域
（60%・200%）

1,808万円

ベルシティ裾野

鈴木
図書館

JA市役所

394

394

西小

西保育園

394

市民
体育館

裾野郵便局

裾野高

裾野
赤十字
病院

鈴木図書館
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※北児童館は12月25日㈯で閉館

　年末年始は、ごみの収集と美化センターへのごみ
の直接持ち込みを一部休止します。

ごみステーションの収集
通常収集の休止／12月29日㈬～１月３日㈪
燃えるごみの特別収集／１月３日㈪　月・木曜日の

収集地区
美化センターへのごみの直接持ち込み
受入休止／12月29日㈬～１月３日㈪
通常受入／月～金曜日▶９時～11時、13時～15時、
　土曜日▶９時～11時
　※ごみを美化センターに直接持ち込むときは、ご

みステーションに出すときと同様に指定の袋に入
れてください。区名・氏名の記入は必要ありませ
ん。住所確認のため、免許証など本人確認ができ
るものを提示してください。
美化センター　992-3210

公共施設の年末年始の休業日年末年始のごみ収集
年内の直接持ち込みは12/28㈫まで

施設名 期間

市役所
市民体育館
生涯学習センター
鈴木図書館
東西公民館
文化センター図書室
市民文化センター
運動公園
中央公園

12月29日㈬ ～１月３日㈪

富士山資料館
南児童館 12月26日㈰～１月５日㈬

せせらぎの湯 12月28日㈫ ～１月４日㈫
裾野長泉斎苑 12月31日㈮ ～１月2日㈰
ヘルシーパーク裾野 休業中

　会社員や自営業の人などで構成されている消防
団は、いざというときに消防署員と力を合わせて
消火活動や救助活動などを行います。当市では、
団本部・女性消防、東・西・深良・富岡・須山分
団が活動しています。一緒に大切なまちを守る団
員を募集します。

市内で190人以上の団員が活動
　消防団員は、普段は他の仕事をしていたり学校に通っ
ていたりする非常勤で特別職の地方公務員です。現在、
当市では男性183人、女性９人の団員が活動しています。
市内に住んでいるか通勤している18歳以上の健康な人は、
男女問わずどなたでも入団できます。
消防団の活動内容
災害時の活動／消火活動、水防活動、救助・救出活動、

消防隊員などの後方支援活動、避難誘導など
平常時の活動／災害に備えた訓練、防災啓発活動、高

齢者住宅の防火訪問、応急手当指導など

入団後の処遇　～報酬の支給、公務災害補償など～
報酬・手当の支給／年間一定の報酬（数万円程度）が

支給されます。災害で出動した場合や訓練を行った
場合などには、出動手当（１回1,500円）が支給さ
れます。

被服などの貸与／活動に必要な活動服、制服などが貸
与されます。

公務災害補償／消防団として活動中に負傷した場合は、
治療費用などが補償されます。

退職報償金の支給／消防団を退団した場合は、勤務年
数に応じて退職報償金が支払われます。

入団するには
　入団を希望する人は、近くの消防団員か危機管理課へ
連絡してください。
消防庁の消防団オフィシャルウェブサイト
　https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/

危機管理課　995-1817

まちを守る消防団員を募集
消防団員は非常勤の地方公務員
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Photograph

　大柄沢川の石脇親水公園で、アマゴの放流が行われ
ました。狩野川水系水質保全協議会裾野長泉支部が企
画し、深良幼稚園の園児22人が参加しました。放流さ
れたアマゴは約300匹。アマゴが泳いでいく様子を見な
がら、園児たちは「元気でね」「大きくなってね」と声
をかけていました。

深良幼稚園児がアマゴを放流 （10月21日）

　参議院静岡県選出議員補欠選挙の投票日が10月24
日㈰、衆議院議員総選挙の投票日が10月31日㈰と
なったため、10月20日㈬～10月23日㈯の４日間は、
2つの選挙の期日前投票を同時に行うことができまし
た。10月23日㈯、24日㈰、30日㈯の３日間は生涯学
習センターにも期日前投票所が設けられました。

二つの選挙の期日前投票が同時に （10月20日）

　（公財）堀
ほりうち

内浩
こうあん

庵会が、須山で自然保護活動『愛鳥
の集い』を開催しました。須山小・中学校の児童生徒
が参加し、富士山遊歩道に野鳥の巣箱を設置したり、
野鳥が食べるナナカマドなどの実のなる木を植えたり
しました。子どもたちは、鳥たちのために真剣な表情
で作業に打ち込んでいました。

愛鳥の集い （10月20日）

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2021 
in 富士山すそのが、市内で行われました。今年は新型
コロナウイルスの影響で、無観客での開催になりまし
た。当日は天気に恵まれ、秋晴れの絶好のコンディ
ションの中、90チームが記念撮影をした後、広域基幹
林道箱根線などを通るコースに向けて出発しました。

特派員　杉本 武満・勝又 しんじ

秋晴れの下、ラリーを開催 （10月24日）
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フォトグラフ

　裾野ロータリークラブから、中央公園に新しいベン
チとテーブルが寄贈されました。目録を受け取った市
長は「市の誇る中央公園の魅力をアップしていただき
ありがとうございます」と感謝の言葉を述べました。
ベンチからは、五竜の滝が良く見え、散歩の途中に一
休みするのに最適です。

ロータリークラブが
新しいベンチとテーブルを寄贈 （11月５日）

パノラマ遊花の里
コスモスが見ごろを迎える （10月24日）

　パノラマ遊花の里で、パノラマロードを花でいっぱ
いにする会が植えたコスモスが、見ごろを迎えました。
コスモスを刈り取らず残しておいた北側の畑では、赤
やピンク、白などの色とりどりの花が咲き、富士山と
のコラボを楽しむことができました。

　パノラマロード沿のほ場に試験栽培のため９月上旬
に植えたキヌアが、茎まで赤く色づきました。キヌア
はレッドヘッドという品種で、植えたときからの寒暖
差で色が変わり、きれいに赤く色づくのはこの時期だ
けです。色づいたキヌアを多くの人に見てもらうため、
収穫までの間、ほ場が一般の人に開放されました。

マックスバリュ裾野店オープン前イベント
福祉車両贈呈式と植樹祭 （11月13日）

　マックスバリュ裾野店で福祉車両贈呈式と店舗敷地
内への植樹祭が行われました。福祉車両は10人乗り
で車いすの乗降機能などを備えたもので、手をつなぐ
育成会へ贈呈され、同会のみどり作業所で活用されま
す。植樹祭には、従業員と共に地元住民や福祉施設関
係者らが参加し、地域に自生する6種類788本の木を
植えました。

試験栽培中のキヌアが赤く色づく （11月13日）
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Information

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

１月27日㈭　10時～15時
市役所地下会議室B
16人程度（先着順）
１月13日㈭

国保年金課　995-1813
狂犬病予防接種
　狂犬病予防法では、毎年１回狂
犬病の予防接種を行うことが義務
付けられています。未接種の飼い
犬がいる人は、かかりつけの動物
病院で予防接種を行ってください。
予防接種後は、交付された注射済
票を鑑札と一緒に、飼い犬の首輪
へ装着してください。

生活環境課　995-1816
し尿・浄化槽汚泥の収集の休業
　年末年始は、し尿の汲み取り・
浄化槽の清掃・汚泥の収集業が休
業します。休業前の収集を希望す
る場合は、12月10日㈮までに各
清掃業者へ依頼してください。

12月29日㈬～１月４日㈫
各地区の清掃業者
●西・東・深良地区▶山水総業　

992-1561
●富岡・須山地区▶富士クリーン

サービス　997-6100
生活環境課　995-1816

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回目の接種は、２回目の接種か
ら８カ月が経過する時期から開始
します。具体的な実施日は、国か
らのワクチンの供給が決定してか
ら公表します。接種券の送付や予
約については、改めてお知らせし
ます。
接種券送付／１月ごろから順次

２回目の接種からおおむね８カ
月以上経過した人
健康推進課　992-5711

暮らし何でも相談
　暮らしの中の悩み事相談を受け
付けています。日常生活で起こる
トラブルや悩み事、困ったことな
どどこに相談してよいのかわから
ないことをご相談ください。
受付時間／平日９時～17時

ライフサポートセンター東部事務
所（相談ダイヤル） 922-3715

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。匿名で参加できま
す。

12月18日㈯
　13時30分～15時30分

サンウェルぬまづ（沼津市日の
出町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
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。

１月5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

知徳高校吹奏楽部定期演奏会
12月26日㈰　14時～　

　※開場13時15分～
長泉町文化センターベルフォー
レ（長泉町下土狩）

曲目／行進曲『富士の山』、ザ・
ヒットパレード2021など
入場には整理券が必要です。
整理券は知徳高校吹奏楽部公式
ホームページからお申し込みで
きます。
知徳高等学校　975-0080

婦人会衣料リサイクル回収販売
　資源のリサイクルを目的に、衣
類の回収と販売を開催します。販
売後に残った衣類は、資源として
業者に引き渡します。

12月11日㈯　10時～14時
生涯学習センター２階 学習室１
●衣類は洗濯し、そのまま着ら
れる状態のものをひもで縛って
持ってきてください。●シミや
汚れがあるもの、ビニール製品、
濡れたもの、布団類、夏物衣類
は受け付けません。
生涯学習課　992-6900

市指定給水装置工事事業者の廃止
　次の業者の指定を廃止しました
窪田設備、㈲小沢土建、パイピン
グ横山、㈲河野ポンプ工業所、高
田設備設計管理事務所、㈲野口工
務店、㈲壽設備工業、㈲セリザワ
管工業、大和建設㈱、富陽住宅機
器㈱、中村水道設備工業、カワグ
チ、東友管工、㈱北海建設工業所、
㈲増田工業、遠藤設備、田口管工
事、林設備、㈲三成設備工業、大
仁住宅設備センター、野澤産業㈱、
旭産業㈱、長田設備工業所

上下水道工務課　995-1834

　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
　１月１日㈯から対象となる人に、
12月中旬に国民健康保険被保険
者証兼高齢受給者証を郵送します。

昭和26年12月２日～昭和27年
1月１日に生まれた人
国保年金課　995-1814

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。

１月17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
市民無料相談

12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・問い合わせなどの相談に
行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

北児童館閉館
　御宿台こども園に併設されてい
る北児童館が12月31日㈮で閉館
になります。施設を利用できるの
は、12月25日㈯までです。北児
童館の一部機能は４月から福祉保
健会館内に児童福祉機能等集約施
設として移設する予定です。

子育て支援課　995-1841
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。

１月20日㈭　10時～12時
　※１組20分以内

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

戦略広報課　995-1802

年金生活者支援給付金
　公的年金などの収入や所得額が
一定基準以下の年金受給者を支援
するため年金に上乗せして支給さ
れます。受け取りには日本年金機
構への請求書の提出が必要です。

●老齢基礎年金受給者▶65歳
以上で世帯全員の市民税が非課
税かつ年金収入額とその他所得
額の合計が約88万円以下の人

　●障害基礎年金または遺族基礎
年金受給者▶前年の所得額が約
472万円以下の人
新たに対象になる人に、日本年
金機構からハガキが届きます。
必要事項を記入して切手を貼り
ポストに投函してください。
年金生活者支援給付金専用ダ
イヤル　0570-05-4092

　　　消費者相談室　消費生活センター 995-1854

Ａ1回だけのつもりで申し込みをしたが複数回の定期購入
だったという、定期購入に関する相談が寄せられていま

す。通信販売にクーリング・オフ（無条件解約）制度はありま
せん。解約や返品は契約時の規約に従うことになります。業者
に電話がつながらない、指定されたSNSで手続きしなくてはな
らないなど、申し出ができないケースが多くみられます。注文
する前に、契約内容や解約条件をしっかり確認してください。
困ったときは消費生活センターへご相談ください。

Ｑスマホから初回300円と書かれた化粧品の広告を
見つけて申し込んだ。数日後、商品が送られてき

たが３回の定期購入になっていることが分かった。解約
したい。
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Information

おしらせ
税を考える週間記念チャリティー
コンサート

２月22日㈫　18時30分～
沼津市民文化センター 大ホール
（沼津市御幸町）
日本を代表する室内合奏団東京
ヴィヴァルディ合奏団による演
奏
往復はがきの返信面に郵便番号、
住所、氏名、電話番号を明記し
て郵送してください（先着順）。
※２人以上の場合は、人数分の
官製はがきを封筒に入れて郵送
してください。
12月22日㈬～
沼津法人会　925-7755
〒410-0046 沼津市米山町2-14

富士山花火2021
　日本で最も高い場所で約5,000
発の花火が打ちあがります。

12月18日㈯　16時30分～（13
時開場）
遊園地ぐりんぱ（須山）

市民限定チケット販売
　市民限定割引のチケットを販売
します。特別販売ページから購入
できます。

12月３日㈮　13時～（先着）
富士山花火実行委員会

　090-4236-2230
　産業振興課 995-1825

伊豆中央高校冬のコンサート
12月24日㈮　18時～　

　※開場▶17時
長岡総合会館アクシスかつらぎ
（伊豆の国市古奈）
伊豆中央高校　949-4771

敬老祝い品の利用先の拡充と有効
期間延長
　令和２年度と令和３年度に贈呈
した、敬老祝い品（ヘルシーパー
ク裾野利用券）の利用券の有効期
限を延長します。また、利用でき
る施設を拡充し、一の瀬（茶畑）
を追加します。

令和２年度か令和３年度に77
歳（喜寿）、88歳（米寿）を
迎え、敬老祝品を受け取った人

利用期限延長／令和２年度発行▶
令和４年３月31日㈭まで　令
和３年度発行▶令和５年３月
31日㈮まで

　※期限が延長されるのは、ヘル
シーパークと一の瀬だけです。
社会福祉課　995-1819

教室・講座
セルフタッピングタッチ講座
　いつでも、どこでも、誰でも、
道具を使わず気軽にできるケアの
技法、タッピングタッチの講座を
行っています。

①12月26日㈰、②１月23日㈰、
　③２月27日㈰　10時～11時

各回15人（先着）
１回▶500円、３回セット料金
▶1,200円
生涯学習センターへお申し込み
ください（電話・メール・ウェ
ブなど）。
生涯学習センター　992-3800
992-3813
https://www.susono-

　yuuaiplaza.jp
認知動作型トレーニングマシン教
室

初心者教室▶①１月18日㈫～
３月22日㈫の毎週火曜日（全
10回）　10時30分～

　②１月20日㈭～３月24日㈭の
毎週木曜日（全10回） 13時
30分～

　③１月14日㈮～３月25日㈮の
毎週金曜日（全10回） 19時～

　スキルアップ教室▶１月18日
㈫～３月22日㈫の毎週火曜日
（全10回） 9時～
市民体育館　健康増進ルーム
医師による運動制限のない中学
生以上の自力で歩行動作ができ
る人
各コース８人
5,000円
申込用紙に必要事項を記入し
提出してください。
12月10日㈮～１月10日㈪
市民体育館　993-0303
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絵本作家宮西達也講演会
２月26日㈯　13時30分～15時
生涯学習センター３階　学習
ホール
98人（抽選）
幼児・小学生とその保護者向け
の読み聞かせ講演会
ニャーゴのやさしさ・ティラノ
のおもいやり
宮西達也さん
鈴木図書館か、メールに住所、
参加者全員の氏名、電話番号を
入力してお申し込みください。
１月15日㈯　9時～1月22日㈯
17時
suzukitosyokan@gmail.com
鈴木図書館　992-2342

募　集
文化財フォトコンテスト
　市内の文化財を撮影した写真の
コンテストを開催しています。
募集部門／①一般の部②中学生以

下の部
募集テーマ／市内にある指定文化

財を題材にした写真
賞／●市長賞▶各部門１点●教育

長賞▶各部門１点
●プリント▶２L判で印刷した
作品の裏側に応募票を貼り付け、
写真データの入ったCD-Rと一
緒に生涯学習課へ提出してくだ
さい（郵送可）。

　●メール▶氏名、年齢、住所、
電話番号、部門、写真のタイト
ル、撮影した文化財のおすすめ
ポイントを入力し、写真データ
を添付して送信してください。

　●WEB▶応募用二次元バー
コードを読み取り応募フォーム
へ必要事項を入力してください。
※googleアカウントが必要
●応募作品は返却しません。

　 ●写真は平成31年４月１日以
降に撮影したもので、１人３点
まで応募できます。●応募作品
の肖像権は、応募時に応募者が
了解を得ているものと判断しま
す。●応募作品の著作権は撮影
者に帰属します。ただし、市は
採用作品をポスター、ウェブサ
イト、刊行物、展示などへ使用
する権利を有します。
１月31日㈪
生涯学習課 994-0145
〒410-1102 深良435
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

成人式の新名称
　成年年齢が４月１日㈮から18
歳に引き下げられることに伴い、
20歳の門出を祝う式典の新たな
名称を募集します。どなたでも応
募できます。

応募用紙に必要事項を記入し
生涯学習センター・市役所教育

総務課・各支所にある応募箱へ
投函してください。市公式ウェ
ブサイトからも応募できます。
１月21日㈮
●一人何点でも応募できます。

　●採用された新名称の著作権な
どの一切の権利は、無償で市に
帰属します。●採用者の個人情
報は公表しません。●新名称は、
教育委員、社会教育委員が審査
を行い、市長が決定します。●
公表は４月予定です。
生涯学習課　994-0145

放送大学令和４年度第１学期生
　放送大学はテレビ・インターネ
トで授業を行う正規の大学です。
働きながら大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなどさまざまな目
的で幅広い年代や職業の人が学ん
でいます。現在、令和4年4月入
学生を募集しています。
入学料／●科目履修生（６カ月在

学）▶7,000円 ●選科履修生（１
年間在学）▶9,000円 ●全科履
修生（４年以上在学、卒業を目指
す）▶24,000円

授業料／１科目11,000円
第１回▶２月28日㈪　第２回
▶３月１日㈫～３月15日㈫
放送大学静岡学習センター

　989-1253
https://www.ouj.ac.jp

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　

募　集
令和４年度市採用職員（幼稚園教
諭・保育士）
一次試験／１月15日㈯
職種／幼稚園教諭・保育士
採用人数／若干名

12月24日㈮
受験資格／平成３年４月２日以降

に生まれた、幼稚園教諭の免許
と保育士の資格を有する人また
は３月末までに取得見込みの人
試験方法などの詳
細は市公式ウェブ
サイトをご確認く
ださい。
人事課　995-1806

親子わいわい広場
１月15日㈯　13時30分～16時
鈴木図書館２階　展示室
市内に住んでいる幼児から小学
生までとその保護者
15人（先着）
お正月遊び、折り紙、百人一首、
巨大すごろくなどの体験
マスク着用
鈴木図書館へお申し込みくださ
い（電話可）。
12月14日㈫　9時～
鈴木図書館　992-2342

一般廃棄物処理基本計画（案）と
災害廃棄物処理計画（案）への意
見
　市内で発生した一般廃棄物の処
理に関する市一般廃棄物処理基本
計画と災害発生時の廃棄物の処理
に関する市災害廃棄物処理計画の
改定を進めています。市民の皆さ
んからこれらの計画案への意見を
募集します。
公表場所／生活環境課、各支所、

市役所情報公開コーナー、市公
式ウェブサイト
市に住民登録がある人、市内に
事務所や事業所がある個人・法
人・そのほかの団体、市内に通
勤・通学している人など
●公表場所にある意見提出用
紙に必要事項を記入し生活環境
課へ提出してください（郵送・
FAX可）。●市公式ウェブサ
イト内のパブリックコメント提
出フォームで提出してください。
●市役所１階情報公開コーナー
の意見箱へ提出してください。
12月22日㈬～１月21日㈮　※
消印有効
生活環境課　995-1816
992-4447

納付期限：12月27日㈪
固定資産税・都市計画税	第３期分
国民健康保険税	 第６期分
介護保険料	 第６期分
水道料金・下水道使用料	第５期分

納付期限：１月４日㈫
後期高齢者医療保険料	 第５期分

12月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

４日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

５日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

11日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

12日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

18日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

19日㈰ 山崎設備
☎997-6766

25日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

26日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

29日㈬ ㈱駿東管工
☎992-5728

30日㈭ 小川設備工事店
☎993-2074

31日㈮ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

※工事・修理は有料

12月の水道工事当番店

人口 50,527人
男性 25,571人　女性 24,956人

人口統計　11月１日現在
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市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

12月
２日㈪・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪休館日 ６日㈪・13日㈪・20日㈪
23日㈭・27日㈪・29日㈬～31日㈮休館日

一般書
	 ●けいとのパンツ
　　あったか、かわいい、心地いい 
 日本ヴォーグ社（Let’s Knit series）

	 ●塩の料理帖　味つけや保存、
　　体に優しい使い方がわかる 
 著：角田真秀　誠文堂新光社

	 ●あの春がゆき　この夏がきて
 著：乙川優三郎　徳間書店

	 ●チグリジアの雨
　　THE	RAIN	OF	TIGRIDIA 
 著：小林由香　角川春樹事務所

	 ●ディープフェイク　DEEPFAKE
 著：福田和代　PHP研究所

	 ●星を掬う　著：町田そのこ　中央公論新社

児童書
	 ●チイの花たば
 作：森絵都　絵：たかおゆうこ　岩崎書店

	 ●クリスマス・ピッグ
 著：J.K.ローリング　絵：ジム・フィールド　静山社

　●ちいさなおじさんとおおきな犬
 絵：エヴァ・エリクソン
　　　文：バールブロー・リンドグレン　あすなろ書房

	 ●こうさぎとおちばおくりのうた
 絵：でくねいく　作：わたりむつこ　のら書店

	 ●こねこのウィンクルとクリスマスツリー
 え：さとうゆうすけ　さく：ルース・エインズワース
　　　福音館書店

絵本とおしゃべりのへや
　９日㈭　10時～11時30分 本館２階視聴覚室

サンタとおはなしの会
　11日㈯　11時～ 文化センター音楽室
　18日㈯　14時～ 東西公民館会議室
 （鈴木図書館3階）

ファーストブック・セカンドブック
　15日㈬　９時～12時 本館２階展示室・
 文化センター図書室
　22日㈬　13時～16時 本館２階展示室・
 文化センター図書室

新刊紹介行事予定

探偵チームKZ事件ノート
消えた自転車は知っている
著　者：住滝 良　
出版社：講談社
　小説を読み始めたい小学生
にはぴったりです。毎回事件
がどうなるのか、わくわくが
止まりません。読んでみてく
ださい。

図書館利用者
眞田 結

ゆい

菜
な

さん
（10歳・御宿坂上）
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救急協力医 December12月
日 内 科 外 科 小児科
1 ㈬ べっく・メディカル・

クリニック 921-1300 西沢田 えがわ医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

2 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

3 ㈮ 小林内科医院 921-2165 米山町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

4 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 桜ヶ丘こども

クリニック 983-0833 谷田

5 ㈰

今井医院 921-3211 五月町 守重医院 931-2511 我入道
江川

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

杉山医院 992-0028 平松 五十嵐クリニック 934-6700 志下

6 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

7 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 青木整形外科医院 922-0521 高島町 クボタ小児科 975-7984 泉町

8 ㈬ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

9 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

10 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 よざ小児科医院 967-5722 原

11 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

12 ㈰

田沢医院 962-1205 大手町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

おぐち医院 992-6611 深良 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

13 ㈪ 森岡医院 962-1084 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

14 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 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

15 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 遠藤クリニック 975-8801 久米田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

16 ㈭ 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

17 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 五十嵐クリニック 934-6700 志下 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

18 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 函南平出
クリニック 978-1366 函 塚本

19 ㈰

小林医院 966-7700 今沢 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

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

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 大沢医院 931-1019 御幸町

20 ㈪ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 松原医院 962-1496 白銀町 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

21 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 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 ㈬ スマイリー
クリニック 957-2510 中土狩 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

23 ㈭ 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

24 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 金元整形外科医院 924-0112 松長 よざ小児科医院 967-5722 原

診療
時間

平　日　17時〜21時
土曜日　12時〜18時
日曜日・祝日	 ８時〜18時
12/29〜12/31	 ８時〜18時
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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。

※三島メディカルセンターの診療開始時間
　12月21日㈫・28日㈫▶18時～

日 内 科 外 科 小児科
25 ㈯ さとやま整形外科

内科 939-8031 東原 東医院 921-5520 高沢町 西村医院 971-6510 下土狩

26 ㈰

高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 田中医院 921-2053 高島町

清水館医院 993-2323 茶畑 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町

27 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

28 ㈫ 久道医院 986-6387 中土狩 鈴木医院 993-0430 佐野 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

29 ㈬

境医院 975-8021 竹原

おおい神経内科 922-8886 北高島町 静岡医療センター 975-2000 長沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑

30 ㈭

ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 沼津市立病院 924-5100 東椎路 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

東名裾野病院 997-0200 御宿

31 ㈮

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色

きせがわ病院 952-8600 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢 西村医院 971-6510 下土狩

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

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

5 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック 
993-8000 茶畑

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

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

12 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック 
0545-65-0600 川成新町

あいあい眼科クリニック 
967-7715 原

沼津市立病院
924-5100  東椎路

渡辺歯科医院 
931-1236 徳倉

19 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科 
981-3341 長沢

聖隷沼津病院 
952-1000 松下

島田産婦人科医院
972-6100  伏見

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

26 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院 
0545-30-8003 厚原

瀬尾眼科医院 
933-9900 市場町

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

29 ㈬ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック 
929-8787 西沢田

吉村眼科内科医院 
984-1333 長伏

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

会田歯科医院 
972-0418 卸団地

30 ㈭ 三島中央病院 
971-4133 緑町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

安達産婦人科クリニック 
976-0341 寿町

こうざい歯科クリニック 
928-5434 堂庭

31 ㈮ つりた耳鼻咽喉科クリニック 
927-3387 宮前町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

前川産婦人科クリニック 
999-0300 下長窪

木の花歯科医院 
972-0097 堂庭

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町　函 函南町
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　市内に住んでいる３歳０カ
月までの子どもを紹介！
　掲載を希望する人は、戦略
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●乳幼児健康相談
６日㈪・20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
１日㈬・15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
20日㈪　13時～15時
妊産婦・乳幼児

●パパママスクール
３日㈮　13時30分～15時50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
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６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５月生まれの人

●３歳児健康診査
16日㈭　12時45分～
平成30年11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。


