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さる

◆今月の主な内容◆
新年のごあいさつ ････････････････････ ２
熱海三大花木を後世に残す ････････････ ４
税の申告と納税は正しくお早めに！････ ８

どし

ダイダイで申年をお祝いしたよ！
正月のお飾りなどで使われるダイダイは、その名前から「代々栄
える」と言われている縁起物で、熱海市が全国で一番の収穫量を誇
る名産品です。そんなダイダイの産地である下多賀地区の子どもた
ちが、ダイダイに猿の絵や文字を彫ってくれました。

東京オリンピックに向け︑
一歩一歩前へ
あけましておめでとうございます︒
市民の皆様におかれましては︑清
々しく新春をお迎えのことと心より
お慶び申し上げます︒
昨年を振り返りますと︑起雲閣の
年度有料入館者が開館以来初の 万
人を突破したことや︑梅園﹁梅まつ
り﹂入園者が有料化以来最多の 万
人超え︑さらに︑平成 年度の宿泊
客が過去 年間で最多の３００万人
を超える見込みとなるなど︑賑わい
が見えた年であったと思っておりま
す︒また︑本市が皆様のご協力のも
とで展開しているテレビ・映画のロ
ケ支援などのシティプロモーション
活動により︑メディアに熱海が取り
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栄
熱海市長
齊 藤

上げられた回数がさらに増加いたし
ました︒
そして昨年は本市にとって節目の
出来事が多くあった一年でもありま
した︒３月には熱海駅が開業 周年
を迎えました︒６月には﹁伊豆はひ
とつ﹂をテーマに︑本市を含む伊豆
地域の７市８町が共同で伊豆全体の
振興を図るための組織﹁美しい伊豆
創造センター﹂が設立されました︒
月には︑大正４年に文学者坪内逍
遥先生ほか有志の方々の本の寄贈を
受けて創立された市立図書館が︑創
立１００周年を迎えました︒このよ
うな節目を受け︑そして明るい流れ
を止めることなく︑今年も人口減少︑
少子高齢化︑産業振興など︑本市の
様々な課題に取り組んでまいります︒
まず﹁日本でナンバー１の温泉観
光地づくり﹂であります︒２０２０
年の東京オリンピック・パラリン
ピック開催に向けて︑訪日外国人旅
行客の増加が見込まれます︒外国人
旅行客への対応として︑市内各所へ
の Ｗ ｉ Ｆ- ｉ 環 境 や 外 国 語 案 内 標 示
の整備を積極的に進めてまいります︒
また︑東京オリンピック直前３年間
の開催を念頭に︑熱海そして伊豆全
体に誘客効果のあるＪＲ大型観光
キャンペーン﹁デスティネーション
キャンペーン﹂の誘致を︑美しい伊
豆創造センターと共同で進めてまい
ります︒これらの施策により︑外国
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人を含めた誘客のみならず来遊者の
満足度を高め︑日本でナンバー１の
温泉観光地を目指します︒
次に﹁住まうまち熱海づくり﹂を
さらに前進させてまいります︒昨年
は︑公民館など市民生活に関わる公
共施設の修繕改修や︑塾に通ってい
ない小学６年生・中学３年生向けの
土曜日学習支援事業︑渚小公園への
遊具増設などを行いました︒今年は︑
上宿町用地に整備予定の図書館や市
民 ホ ー ル な ど の 複 合 施 設 ﹁ 仮( 称 熱)
海フォーラム﹂につきまして︑世代
を超えた﹁市民の集う場﹂の実現に
向けて取り組んでまいります︒また︑
新たな子育て拠点として﹁認定こど
も園﹂の整備も検討してまいります︒
さらに︑高齢者・障がい者など全て
の方が暮らしやすい街を目指して︑
各種福祉施策の充実を図ってまいり
ます︒住まうまち熱海の実現には︑
市民参画が不可欠であります︒市民
の皆様との対話を積極的に進めてま
いりますので︑皆様におかれまして
も各種事業へのご協力をお願い申し
上げます︒
今年も﹁新生熱海﹂の実現に向け
て︑全力で取り組んでまいる所存で
あります︒本年が市民の皆様そして
熱海市にとりまして︑素晴らしい年
になることを祈念申し上げて新年の
ご挨拶とさせていただきます︒
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熱海市議会議長
杉 山 利 勝

その一方で︑箱根山をはじめとす
る火山の噴火︑竜巻や集中豪雨など︑
自然環境の変化などによる自然災害
は各地に被害を及ぼし︑被災した地
域では︑災害からの復旧と地域経済
の復興に向け︑ご苦労をされている
状況です︒
また︑全国的に少子高齢化︑人口
減少が進む中で︑生産年齢人口の減
少による人手不足や生活水準の低下
など︑本市の経済や財政運営にも大
きく影響を及ぼす恐れがあり︑将来
への不安要素となっております︒
そのような中︑国では﹁アベノミ
クス﹂に続く新たな経済政策として︑
﹁ニッポン一億総活躍プラン﹂を掲
げ︑更なる経済成長を実現し︑出生
率の向上や子育て環境の充実を図り
ながら少子高齢化に歯止めをかける
とともに︑国民の将来への不安を解
消するため︑社会保障制度の充実な
ど施策を積極的に展開しようとする
ところでございます︒

観光を基幹産業とする本市といた
しましても︑国民が安定した収入︑
生活水準を保つことで︑観光客の増
加による市内経済の活性化︑市民の
豊かさにつながり︑人口減少にも歯
止めがかかるものと期待するところ
でございます︒
市議会といたしましても︑市民の
皆様の声を市政に届ける代弁者とし
て︑住む人の誰もが暮らしやすく豊
かさや喜びを感じることのできるま
ちの実現のため︑尽力してまいりた
いと存じます︒
市民の皆様におかれましては︑本
年も変わらぬご支援とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます︒
結びに︑新しい年が皆様にとりま
して︑実り多い素晴らしい一年にな
りますことを︑心よりお祈り申し上
げまして︑新年のご挨拶とさせてい
ただきます︒
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豊かさと明るい
未来のために
新年おめでとうございます︒
市民の皆様には︑清々しく希望に
満ちた新春をお迎えのことと︑心よ
りお慶び申し上げます︒
日頃より︑市議会に対し深いご理
解と温かいご支援を賜り︑厚く御礼
を申し上げます︒
さて︑昨年を振り返りますと︑９
月に行われました﹁ラグビーワール
ドカップ﹂では︑日本代表チームが
年ぶりに勝利し︑予選ラウンドで
３勝を挙げ︑日本のラグビーが世界
中の注目を集めるとともに︑日本中
に大きな喜びと感動を与えてくれま
した︒
本市におきましても︑市内出身選
手の﹁夏の甲子園﹂への出場や静岡
県市町対抗駅伝大会での熱海市代表
チームの大躍進など︑多くの市民の
皆様に興奮と感動を与え︑本市の次
代を担う子どもたちへの自信と勇気
をもたらしてくれました︒
24

梅園は︑明治 年に横浜の豪商で
も ぎ そう べ え
あった茂木惣兵衛が整備し︑今年で
開園１３０年を迎える歴史ある公園
です︒
明治の開園以来︑大規模な修繕を
行っていませんでしたが︑平成
年から３年をかけて紅梅１７６本と
白梅２９６本を植栽しました︒また︑
梅だけではなく︑園内を流れる初川
を挟んで︑紅葉をバランスよく植栽
し︑﹁日本一早咲きの梅と日本一遅
い紅葉﹂を楽しめる公園として生ま
れ変わりました︒
改修にともない︑梅まつり期間は
入園を有料としましたが︑国内外か
ら多くの観光客が訪れるようになり︑
平成 年の梅まつり期間中の入園者
は 万人を突破しました︒

熱海梅園

熱海随一の観光名所である熱海梅園の梅︑新春
の街並みににぎわいと華やぎを添える糸川のあた
み桜︑そして初夏の海岸線を涼やかに彩るジャカ
ランダなど︑常春熱海は四季を通じて花で溢れて
います︒

大花木を後世に残す
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市内の中心部を流れる糸川沿いは︑
早咲きの﹁あたみ桜﹂の名所ですが︑
雑木が混在し桜並木としての魅力が
損なわれていました︒そこで︑海と
市街地を結ぶ﹁歩いて楽しめる散策
ルート﹂となるように︑平成 年度

糸川あたみ桜
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昨年の「あたみ桜糸川桜まつり」の様子

から３年をかけて︑あたみ桜 本を
植栽しました︒開花時期が梅の開花
と重なることから︑梅園から糸川ま
で回遊する人の姿が多く見られるよ
うになりました︒同時にブーゲンビ
リアの整備も行い︑初夏には色鮮や
かな花が糸川を飾るようになりまし
た︒

ジャカランダ遊歩道

58

ジャカランダは南米などの暖かい
地域に群生する樹木で︑世界三大花
木のひとつです︒熱海市とジャカラ
ンダのつながりは︑平成２年にポル
トガルのカスカイス市との間に結ん
だ姉妹都市提携を記念して苗木が贈
られたことがはじまりで︑お宮緑地
のシンボルツリーとなっています︒
﹁お宮の松﹂と﹁貫一お宮像﹂で
有名なお宮緑地に平成 年度から
２年をかけて︑ジャカランダを１０
６本植栽し︑あわせて遊歩道の整備
を行い国内都市部最大級のジャカラ
ンダの集積地に改修しました︒６月
頃に咲く紫色の花を観賞するために
多くの観光客が訪れています︒
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﹁熱海梅園梅まつり﹂と﹁あたみ
桜糸川桜まつり﹂に関しての詳細は
裏面 ページをご覧ください︒
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熱海三
ジャカランダ遊歩道

歩道の整備もしていただきましたが︑
会長にはどのような想いがあったの
でしょうか︒
大塚 一番は﹁美しい日本の自然﹂
を後世に残したいとの思いです︒故
郷である栃木県益子町での自然景観
保全と益子焼の支援︑東京日本橋
川・神田川の水質浄化など︑さまざ
まな支援を行っています︒
市長 熱海の美しい自然︑景観︑そ
して温泉︒すべて市民の財産ですの
で︑私も後世に残す努力をしていま
す︒
大塚 私自身が旅行好きで世界各国
を観 光しましたが︑自分でホテル事
業を始めるときに︑最 初は熱 海でと
思っていました︒ホテル事業を通じて
地元の人と接するようになり熱海に
愛着を持ちました︒美しい自然景観

実

株式会社大塚商会相談役名誉会長

1922年生まれ、栃木県益子町出身
理研光学（現・リコー）などを経て、61
年に複写機およびサプライ商品を販売
する大塚商会を創業。85年伊豆山にホ
テルニューさがみやをオープンした。

など多くの魅力が熱海にはあります︒
残すだけではなく繁栄をもたらし︑
住む人が誇りに思うようになってほ
しいと感じています︒
市長 私もまったく同感です︒市民
一人一人が﹁熱海に住んで良かっ
た﹂と思えるまちづくりを目指して
います︒最近は国内だけでなく海外
のお客様も増えておりますので︑整
備された観光施設が街の魅力向上に
なると感謝しています︒
大塚 私は中途半端なことは嫌いな
ので︑支援をするからには︑熱海の
活性化につながることをしたいと思
いました︒花木の整備は将来に向け
た投資だと思っています︒手入れを
怠らなければ︑毎年成長してきれい
な花を咲かせます︒熱海梅園と糸川
あたみ桜︑ブーゲンビリアを見に来

大塚

市長新春対談

市長 梅園にとどまらず︑糸川のあ
たみ桜︑お宮緑地のジャカランダ遊

支援の想い

いかと考え︑当時美しい景観が失わ
れつつあった熱海梅園の再生を思い
つき︑意見書を持って市長を訪ねま
した︒
市長 初対面でしたが︑会長の熱意
と行動力に感謝しています︒お話を
いただいた翌月には工事に取りかか
るスピードにも驚きました︒おかげ
さまで現在は観光客も毎年増え続け
ています︒財政的にも危機は脱し︑
現在は成長期だと感じています︒
大塚 熱海が再びにぎわいを取り戻
すことは伊豆全体にプラスとなると
期待しています︒

花木の整備による
熱海の活性化

熱海梅園︑糸川遊歩道︑お宮緑地
の整備にご支援をいただいた大塚実
氏に花の魅力と熱海への想いを市長
と語り合っていただきました︒

熱海の活性化を
支援するきっかけ
市長 本日は大塚実相談役名誉会長
との新春対談ということで︑大塚商
会本社を訪問させていただきました︒
会長が熱海を支援しようと思った
きっかけを教えてください︒
大塚 平成 年２月に︑ある経済
誌を読んで熱海市が財政危機宣言を
したことを知りました︒かつての繁
栄した時代に負けない熱海を取り戻
すために何か手助けできることはな
19
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る人は今後も増えていくでしょう︒
ジャカランダ遊歩道にはジャカラン
ダの季節でなくても多くの人が訪れ
るはずです︒
市長 熱海梅園の整備後︑梅まつり
は有料としましたが︑毎年入場者は
増えています︒今年の﹁日本一早い
梅まつり﹂は１月９日から始まりま
す︒今から楽しみです︒
大塚 老朽化が進んでいた梅の植え
替えと紅葉の植樹を中心とした整備
を提案しましたが︑﹁日本一早咲き
の梅と日本一遅い紅葉﹂は︑他には
ない魅力だと感じていました︒
市長 糸川のあたみ桜は︑河津桜よ
りも早咲きで１月中旬から楽しめま
す︒梅まつりと重なる土日には梅園
と糸川を結ぶシャトルバスを運行し
ています︒お客様の回遊性が向上す
るとともに︑街での滞在時間が増え
て飲食店もにぎわっています︒
大塚 糸川のあたみ桜は雑木が混在
して華やかさに欠けていましたね︒
そこで︑あたみ桜に統一すべきだと
思っていました︒また︑南国の花で
５月から 月まで開花するブーゲ
ンビリアも整備して長期にわたり花
を楽しめたら︑さぞ素晴らしいだろ
うと思いました︒
市長 市も遊歩道を整備して魅力の
向上を行いました︒毎年開花時期に
は遊歩道から溢れんばかりの観光客
でにぎわいます︒
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することをお話しください︒
大塚 これからも熱海を訪れる観光
客が増え続けるように︑観光に関す
るデータなどを活用して︑お客様の
ニーズをとらえる努力をしてくださ
い︒そして街が元気になったら︑住
む人を増やすことに努力してくださ
い︒たとえば住民税の引き下げなど︑
住む人が魅力を感じる街にしてくだ
さい︒
市長 熱海梅園・糸川あたみ桜・
ジャカランダ遊歩道は︑市民の大切
な財産となりました︒今後は維持管
理をしっかりと行って︑多くのお客
様でにぎわう観光の拠点としていき
ます︒今年度の梅の一番咲は 月
日で︑もみじ祭りの開催直後でした︒
紅葉と梅を同時に楽しめる公園は他

にはありません︒
大塚 私も毎年︑梅まつりと糸川の
あたみ桜祭りを楽しみにしています︒
今後は熱海に連泊してもらうことを
意識して︑街の魅力を高めてほしい
と思います︒熱海の活性化が伊豆の
活性化につながります︒これからも
日本一の観光地として熱海市が発展
することを期待しています︒
市長 観光の活性化を行いながら
﹁住まうまち熱海﹂の実現のために
﹁子育て支援﹂﹁住宅支援﹂﹁就労支
援﹂などさまざまな施策を行ってい
ます︒
平成 年も市民の皆さんととも
に住みよいまちづくりに取り組んで
まいります︒本日はありがとうござ
いました︒
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大塚 お宮緑地のジャカランダ遊歩
道に︑３種類のジャカランダ１０６
本と新たな草花を植栽することで︑
年間を通じて花と緑の絶えない空間
をイメージしました︒まだ苗木は小
さいですが﹁国内都市部最大級﹂の
集積地となりましたね︒
市長 ジャカランダは︑宮崎県日南
市と長崎県雲仙市の小浜温泉などは
有名ですが︑都心から近い熱海でま
とまったジャカランダを楽しめるこ
とは︑これからの観光の目玉になる
と感謝しています︒

会長がこれからの熱海に期待

糸川のブーゲンビリア

28

糸川あたみ桜オープニングセレモニー

これからの熱海に
期待すること
市長

齊藤栄
熱海市長
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16

( ３)５１５
( ６)１４６

確 定 申 告 と納 税は正し く お 早めに！
問い合わせ

☎０５５７
☎０５５７

86 81

◆パソコンによる確定申告
申告書の作成には国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」をご利用
ください。作成した申告書は印刷して書面で提出できるほか、「e-Tax」を利用してパ
ソコンから送信することも可能です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

熱海税務署
市民税室

◆税理士による無料税務相談会

申告は２月 日
︵火︶
から３月 日
︵火︶
まで
今年も所得税と市・県民税の申告についての相談や申告書の受付が始まります︒
毎年︑期限間際になりますと︑申告会場は大変混み合うため︑長時間お待
ちいただくことがあります︒
申告の相談や申告書の提出は︑正しく︑早めに済ませましょう︒
なお︑給与所得者や年金所得者が
還付申告をする場合は︑他の所得も
申告する必要があります︒
□住宅ローンなどでマイホームを購
入した人や新築・増改築などをし
た人
□災害・盗難などにより︑家財など
資産に損害を受けた人
□病気やけがなどで多額の医療費を
支払った人
□年の途中で退職後︑再就職しな
かったため︑年末調整を受けてい
ない人など

検索

イータックス

e-Tax

あなたにとっても ,
イータックス。

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

所得税の確定申告が必要な人
□給与の収入金額が２千万円を超え
る人
□給与を１カ所から受けていて︑給
与・退職所得以外の所得合計額が
万円を超える人
□給与を２カ所以上から受けていて︑
年末調整されなかった給与収入と
給与・退職所得以外の所得との合
計額が 万円を超える人
□各種所得の合計額から所得控除合
計額を差し引いて︑課税される所
得金額がある人

※事業所得、譲渡所得、消費税および地方消費税、贈与税の相談は、熱海税務署のみで行っ
ていますので、ご注意ください。
※会場の混雑状況により、早めに締め切ることがあります。
※駐車場の混雑が予想されますので、お出かけの際には公共交通機関をご利用ください。

16

確定申告すると所得税が還付される人

◆税の申告受付および相談日程

15

復興特別所得税について
平成 年分から復興特別所得
税を所得税と併せて申告・納付す
ることとされていますので︑確定
申告書の作成にあたっては復興特
別所得税の記入を忘れずにお願い
します︒

２月16日（火）〜
３月15日（火）
（土・日を除く）
２月５日（金）
・３月１日（火）
２月３日（水）
・26日（金）

午前９時〜正午
午後１時〜４時
午前９時30 分〜正午
午後１時〜３時30分
熱海税務署 ４階会議室

午前９時〜午後５時
期間

午前９時30分〜正午
午後１時〜４時

２月16日（火）〜29日（月）
（土・日を除く）

熱海市役所第一庁舎
４階第１会議室

受付時間

期間

場所

受付時間
場所

熱海市役所第一庁舎
４階第１会議室
南熱海支所 ２階会議室
泉公民館

20

次のような場合︑確定申告をすれ
ば︑源泉徴収された税金が戻ってく
ることがあります︒

25

20

8
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20

スタート

いいえ

平成28年１月１日現在、熱海市に居住していましたか？

平成28年１月１日現在
に居住していた市区町
村にお問合せください

はい

平成27年１月１日から12月31日までに収入がありましたか？
（この収入には、遺族・障害年金、失業保険などの非課税所得は含まれません。）
はい

28

いいえ
熱海市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していますか？
はい

はい

いいえ

いいえ
市内居住者の控除対象配偶者、
扶養親族になっていますか？

勤務先から熱海市に給与支払報告書が
提出されていますか？
はい

いいえ

はい

いいえ

給与所得者ですか？
はい

いいえ

給与・年金以外の所得（事業・不動産・
一時所得など）がありますか？

所得税の確定申告をしますか？
（納付・還付など）
いいえ

はい

いいえ

はい
給与以外の合計所得金額は20万円を超えていますか？
いいえ

税務署に確定申告書を
提出してください

申告が
必要です

申告は
不要です

申告をお勧め
します※１

※１ 申告することにより、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を算出するうえでの優遇措
置を受けられる可能性があります。
また市営住宅などの入居、児童手当の受給、保育園の入園、金融機関などに提出する際に必要な所得証
明書などの発行も申告が必要となります。

公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以
下である場合は、確定申告をする必要はありませんが、下記に該当する場合は市・県民税の申告が必要です。
・公的年金などの源泉徴収票に記載されている所得控除に変更のある人。
（場合によっては確定申告になります。）
・医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、扶養控除などを追加で申告する人。
（場合によっては確定申告になります。）
・公的年金などに係る雑所得以外に20万円以下の所得（事業所得、一時所得など）がある人。

27

27

申告に必要なもの

9

①平成 年分の給与所得や公的年
金の源泉徴収票︵配偶者特別控除
を受ける場合は︑配偶者の所得金
額がわかるもの︶
②控除証明書︵社会保険料︑生命保
険料︑地震保険料︑寄附金︑医療
費の領収書など︶
③障害者控除を受ける人は︑身体障
害者手帳︑精神障害者保健福祉手
帳︑療育手帳︑戦傷病者手帳︑市
区町村が発行する障害者控除対象
者認定証など︵本人・扶養家族分︶
④還付を受ける人は申告者本人名義
の預貯金口座がわかるもの
⑤前年分の確定申告書︑収支内訳書
の控えなど
⑥印鑑・筆記用具・計算機
⑦﹁所得税・消費税及び地方消費税
の確定申告のお知らせ﹂はがき︑
または平成 年分の所得税︑消費
税の確定申告書︵税務署から送付
された人のみ持参︶

28

社会保障・税番号制度
︵マイナンバー︶について

平成 年１月から税務署へ提出
する申請書・届出書︵平成 年１月
１日の属する年分以降︶にマイナン
バーの記載が必要になりました︒
28

を受けることにより所得税の確定
申告をする必要のない人

申告が
必要です

はい

市・県民税の申告が必要かどうか
※
わからない人は︑次のフローチャー
トをご利用ください︒

申告は
不要です

□勤務先から給与支払報告書が熱海
市に提出されていない人
□社会保険料控除や生命保険料控除
などを受けようとする年金の受給者
□事業・不動産所得があるが︑確定
申告をする必要のない人
□譲渡所得はあるが︑特別控除など

公的年金などの収入はありますか？

市・県民税の申告が必要な人

このフローチャートは、一般的な例を示しています。
市・県民税の申告が不要でも、源泉徴収税額によっ
ては、確定申告をしなければならない場合もありま
す。

確定申告の必要はないが︑平成
年１月１日現在熱海市に住所のある
人で︑次のいずれかに該当する人
□年末調整をした人で︑給与所得以
外の所得が 万円以下の人

市・県民税
フローチャート

皆さんの健康づくりを

応援する教室

○膝痛・腰痛を楽にする教室
筋力をつけて膝と腰の痛みを和ら
げる教室です︒膝痛腰痛の予防にも
効果的です︒週１回︑全５回の教室
です︒
日時 ２月 日︑ 日︑３月４日︑
日︑ 日
︵いずれも金曜日︶
午後１時 分〜３時 分
場所 いきいきプラザ
対象者
歳以上の人
定員
人
申込期限 ２月 日︵水︶

10
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このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

参加者募集

○転ばない身体をつくる教室
下半身の筋力と柔軟性をアップす
るトレーニングを行い︑バランス機
能の向上を図り︑転ばないための身
体づくりを目指す教室です︒また︑
環境を整えるなどの転倒予防方法も
同時に学びます︒
日時 ２月 日︑ 日︑３月 日︑
日︵いずれも木曜日︶
午後１時 分〜３時 分
場所 いきいきプラザ
対象者
歳以上の人
定員
人
申込期限 ２月 日︵水︶

30

17

30

また︑乳児突然死症候群︵ＳＩＤ
Ｓ︶にも影響を与えると言われてい
ます︒ＳＩＤＳは︑それまで元気
だった赤ちゃんが突然︑事故や窒息
などの原因もなく︑眠っている間に
亡くなってしまう病気です︒
まだ原因ははっきりしていません
が︑過去の事例では︑男児・低出生
体重児・早産児に多いことや︑う
つぶせ寝や両親の喫煙︑人工栄養児
で多いことが分かっています︒特に
両親が喫煙する場合︑喫煙していな
い家庭に比べて︑４・７倍も発症率
が高いと言われています︒
これらのことから考えると︑子ど
もたちがたばこの煙に触れない環境
を作ってあげたいですね︒

26

30

10

25

30

受動喫煙を防ぐために
受動喫煙は︑直接煙に触れる場合
と︑直接触れなくても︑たばこを
吸った部屋などに残る成分によって
起こる場合があります︒たばこの煙に
含まれる成分が壁やカーテンなどに

11

子どもたちを守るために

妊娠中の身体へのたばこの影響

19

18

〜子どもへのたばこの影響〜

胎盤機能の血流悪化
胎盤の異常

65

子どもへの影響

たばこ

18

10

・流産・早産の
危険性高まる
・胎児の発育に
影響
母体の血流の低下
酸素不足

20

24

65

15

受動喫煙は︑子どもの健康に大き
な影響を与えます︒たばこから出る
煙を吸うことで︑気管支喘息などの
呼吸器系疾患︑小児がん︑中耳炎︑
身長発育低下︑知能の発育低下︑注
意欠如・多動性障害︵ＡＤＨＤ︶の
発症などさまざまな影響を与えます︒

血液中の
ヘモグロビンと
結合

たばこには４０００種類以
上の化学物質が含まれ︑そ
の内の約２００種類が有害
物質です︒たばこは︑吸っている本
人の健康を害するのはもちろんのこ
と︑たばこの煙などを吸い込むこと
による他者への受動喫煙の害もあり
ます︒今回は︑受動喫煙を考えると
きに特に気をつけてほしい︑妊婦や
子どもへの影響について考えていき
ます︒

血管が収縮

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

妊娠中の身体への影響

一酸化炭素

私たち保健師・看護師・栄養士から毎月、
健康情報をお届けします

妊娠中の身体へのたばこの影響は︑
以下の図のとおりです︒妊娠してい
る人やその周囲の人がたばこを吸う
と︑たばこに含まれるニコチンや一
酸化炭素が原因で血流が悪化し︑胎
児の発育に悪影響を及ぼします︒
喫煙している妊婦から産まれた赤
ちゃんは︑喫煙していない妊婦から
産まれた赤ちゃんと比べると︑低出
生体重児となる可能性が約２倍にな
ると言われています︒

ニコチン

健康 づくり

11

対 象 者
定
員
参 加 費
申込期限

贈りました︒メッセージに対しては︑
渡された大人がそれぞれ答えます︒
子どもの率直な思いに︑私たち大
人はどう答えたらよいでしょうか︒

午前10時〜正午
午後１時30分〜３時30分

網代公民館
３月７日（月） 午後１時30分〜３時30分
上多賀会館
３月８日（火） 午前10時〜正午
ＪＡあいら伊豆下多賀支店
３月８日（火） 午後１時30分〜３時30分

熱海市は静岡県のなかでも喫煙す
る人がとても多く︑生活習慣病の罹
患率の高さに関連があるのではない
かと推測されます︒この機会にぜひ︑
たばこと受動喫煙について考えてみ
てください︒

午後１時30分〜３時30分

泉公民館
２月24日（水）
いきいきプラザ
２月29日（月）

手作り豆腐と
おからハンバーグに挑戦！

10

参加者募集

男性料理教室

30

今回の教室では︑家ではなかなか
作ることがない﹁豆腐作り﹂にチャ
レンジします︒
作りたての豆腐は︑大豆の風味も
強くとてもおいしいです︒また︑豆
腐作りからできる﹁おから﹂を使っ
て︑ヘルシーな﹁おからハンバー
グ﹂も実習します︒
教室への参加が初めての人も大歓
迎です︒皆さんの参加をお待ちして
います︒
日時 ２月９日︵火︶
午前 時〜午後２時
内容 調理実習
︵手作り豆腐・おからハンバー
グ・あさりのチャウダー︶
場所 いきいきプラザ 調理実習室
参加費 １０００円︵当日徴収︶
持ち物 エプロン︑三角巾︵大きな
ハンカチ︶︑手ふきタオル
定員
人︵先着順︶
申込期限 ２月１日︵月︶
主催 熱海市健康づくり食生活推進
協議会

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

15
11

おおむね65歳以上の女性
各会場15人
無料
各会場２月17日（水）

て﹁こどもから大人へのメッセージ
事業〜受動喫煙防止のために〜﹂を
行いました︒これは︑小学３・４年
生を対象に︑たばこに関する知識を
伝え︑未成年者の喫煙をなくすこと︑
受動喫煙の機会を減らすことを目標
にしているものです︒
保健師や栄養士による寸劇で︑た
ばこに関することや受動喫煙防止に
関することについて楽しく学びまし
た︒その後︑受動喫煙防止について
考えたことを書いたメッセージカー
ドを作成し︑親や教師などの大人に

３月１日から８日は「女性の健康週間」です。超
音波による骨密度測定と、今後の健康を支えるうえ
で工夫したい食事や運動について学びます。

付着すると︑発ガン物質などの有害
成分が長期間にわたって空気中に拡
散すると言われています︒
受動喫煙を防ぐために︑子どもや
妊婦のまわりでは︑たばこを吸わな
いでください︒子どものいる家庭で
たばこを吸う場合は︑家の中では吸
わないでください︒よく︑換気扇の
前や空気清浄機の前で吸う人がいま
すが︑換気扇では室内の空気を全て
換気することはできません︒空気清
浄機でもたばこの有害物質を完全に
取り除くことはできません︒

女性の健康づくり教室

子どもへのメッセージ事業
平成 年 月に︑静岡県熱海健康
福祉センターと共催で︑泉小学校に
27

メッセージ事業の様子

第45回逍遙忌記念祭

1月から市民便利帳を配布

文化交流室☎0557(86)6234

本市とＮＴＴタウンページ株式会社
は、市の行政情報と「タウンページ」
を融合した 市民便利帳と電話帳の
合冊版 を製作しています。この度、
一部内容をリニュ−アルし１月中旬か
ら配布を開始します。
配布方法：市内の家庭や事業所へポ
スティング（ポストへの投函）します。
２月以降お手元に届かない場合はタ
ウンページセンタ【0120-506309 午
前９時〜午後５時（定休日：土・日・祝
日）】へお電話ください。
市民便利帳の掲載内容：熱海市暮ら
しに役立つダイヤル、ごみの出し方、
介護保険・福祉サ−ビス、医療機関・
歯科一覧など

近代日本の演劇や文学に偉大な
足跡を残した坪内逍遙先生の功績
をたたえるとともに、熱海の発展
に多大に貢献されたことに感謝し、
遺徳をしのぶために記念祭を開催
します。
日時：２月28日(日)午後１時〜
場所：起雲閣 音楽サロン
式典：逍遙先生への「お慕いの言
葉」の奉読、熱海市歌の斉唱ほか
※記念行事として講演会などを予
定しています。また、記念祭終了
後、海蔵寺にて墓参をします。

ペットの災害対策を考える
犬・猫の飼い方教室

２月23日「富士山の日」協賛イベント

生活環境室☎0557(86)6272

企画室 ☎0557(86)6081

静岡県では、飼い主にペットと
の同行避難を知ってもらい、平常
時からのしつけや健康管理、備蓄
などの大切さを啓発し、人と動物
とが平常時も災害時も共生できる
社会を作ることを目的に、「ペッ
トの災害対策を考える犬・猫の飼
い方教室」を開催します。
参加には事前の申し込みが必要
です。電話または窓口でお申込み
ください。
日時：１月27日(水)
午後１時30分〜３時30分
場所：いきいきプラザ７階
対象者：犬・猫を飼っている人
定員：20人程度
内容：「災害時における愛玩動物
対策行動指針」について、災害に
備える方法、獣医師が考える同行
避難のために必要なこと、日常か
ら必要なしつけと災害発生時に特
に重要なポイント、ペット用の避
難用品や備蓄品の確保など

統計情報

広報情報室 ☎0557(86)6070

静岡県では、全ての県民が富士山について学び、考え、想いを寄
せ、後世に引き継ぐことを目的に、毎年２月23日を「富士山の日」
とする条例を制定しました。
この「富士山の日」に合わせて、熱海市では下記の協賛イベントを
開催します。
ちょうかん ず
①富士山を描いた鳥瞰図展
日時：１月14日(木)〜２月25日(木)午前９時〜午後６時(休館日を除く)
場所：熱海市立図書館（☎0557-86-6591）
②澤田政廣作の油彩画「赤富士」、「青富士」の展示
日時：２月13日(土)〜23日(火)午前９時〜午後４時30分
場所：澤田政廣記念美術館（☎0557-81-9211）

熱海市立図書館 会話ができる児童室企画

プロに教わる スマホで子どもをかわいく撮る方法講座

熱海市立図書館 ☎0557(86)6591
スマートフォン（スマホ）で写真を撮るテクニックから、保存や加
工のやり方など、プロのフォトグラファーが子どもをかわいく撮る方
法を伝授します。お子さんのかわいい写真をたくさん撮って、親子の
時間を楽しみませんか？
参加費および事前予約は不要です。会場に直接お越しください。
日時：２月23日(火)午前10時〜10時40分
※５分前までに会場にお越しください
場所：熱海市立図書館５階会議室・児童室
講師：鈴木まゆみ（スズキ写真館スタジオ「しゃらく」を運営）

11月末の人口
人

男
女

口

38,017 人
17,200 人
20,817 人

世帯数
21,219 世帯
人口前月比
△58 人

11月のごみ
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,596
約 367
約1,963
102.2

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,721 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ
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お

知

らせ

障害者控除対象者認定書を
発行します
介護保険室☎0557(86)6316

身体障害者手帳などを持ってい
ない人でも、障害者控除対象者と
認定された場合、所得税の確定申
告、市・県民税の申告時に障害者
控除の対象となります。
対象：平成27年12月末現在65
歳以上の人で、要介護認定を受け
ていた人などのうち、常に寝たき
りの状態などにある人や、障害者
手帳などの交付基準に準ずると認
められる人。ただし、要介護認定
を受けていても、必ずしも障害者
控除の対象となるものではありま
せん。
申請方法：本人または家族など
が、控除対象者の要介護認定決定
通知書または介護保険被保険者証、
印鑑を持参し、申請手続きをして
ください。

リハビリテーション
公開講座を開催します
熱海所記念病院☎0557(82)3000

熱海所記念病院では、「正しい
認知症の理解〜上手な認知症との
付き合い方〜」と題して公開講座
を開催します。
参加費は無料です。皆さんお誘
い合わせのうえ、ぜひお越しくだ
さい。なお、電話による事前の申
し込みが必要です。
日時：２月13日(土)午後２時〜
場所：熱海所記念病院外来待合室
講師：作業療法士 菊地直紀

市営住宅(抽選住宅)の
入居者を募集します
建築住宅室☎0557(86)6423

市営住宅の入居申し込み受付と
抽選会を行います。
対象住宅：林ヶ久保市営住宅
申込資格：同 居 の 親 族 が あ り 、
市内在住または在勤者（中学生以
下の子どもがいる世帯は、市外で
も可）。そのほか収入などの基準
があります。
申込期間：１月18 日(月)
〜２月２日(火)
抽選会日：２月９日(火)
※申込者には後日詳細をお知らせ
します。
申込方法：印 鑑 を 持 参 し 、 建 築
住宅室窓口でお申し込みください。

ワクチン接種による
副反応被害者救済制度
医薬品医療機器総合機構
☎03(3506)9411

平成25年３月31日までに、市
町村の助成により、子宮頸がんワ
クチン・ヒブワクチン・小児用肺
炎球菌ワクチンのいずれかを接種
した人で、接種後に何らかの症状
が生じ、医療機関を受診した人は、
接種との関連性が認定されると医
療費・医療手当が支給される場合
があります。
心当たりのある人は、制度の詳
細について、医薬品医療機器総合
機構の救済制度相談窓口にお問合
せください。
受付時間：月曜日〜金曜日(祝日
を除く) 午前９時〜午後５時

消費生活モニターを募集します
市民協働推進室☎0557(86)6197

熱海市では、消費生活の安定向
上を図る目的で、米やパンなどの
主食のほか私たちの生活に身近な
商品を17種類選び、毎月価格調査
しています。この調査に協力して
いただけるモニターを募集します。
応募の際は、電話でお問い合わ
せのうえ、お申し込みください。
委嘱期間：平成28年４月１日
〜平成30年３月31日
募集人数：若干名
対象者：市内在住で18歳以上の人
報酬金額：年額12,000 円
募集期間：２月８日(月)まで

有害鳥獣駆除作業のため
山間部立入規制
農林水産室☎0557(86)6215

有害鳥獣（イノシシ、シカなど）
による農作物の被害を防止するた
め、熱海市内の山間部を立入規制
し、猟銃を使用した有害鳥獣駆除
作業を行います。実施箇所付近を
通行する際にも、十分注意をお願
いします。
実施日・実施箇所
♢２月27日(土)：鹿ヶ谷公園・
公園周辺山間部
♢２月28日(日)：富西寺の裏山
♢３月５日(土)：宮川支流上流
♢３月６日(日)：熱海高校より山
側〜伊豆学習会館より山側
♢予備日：３月12日(土)、13日(日)
※天候により、実施日が変更にな
る場合や、荒天などにより中止に
なる場合もあります。

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

県営住宅の入居者を募集しています
静岡県住宅供給公社東部支所 ☎055(920)2271

県営住宅は、入居できる空家がある場合に、毎月
入居者の募集を行っています。
入居には所得などの条件があります。募集して
いる空家や募集期間、申し込み方法などの詳細は
お問い合わせいただくか、ホームページ（「静岡県
住宅供給公社」で検索）をご覧ください。
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はついていませんでした︒平成
年︑現図書館のオープンに伴い︑３
階閲覧室内にヤングアダルトコー
ナーが開設されました︒ところが︑
コーナーが５階児童室から離れた場
所にあるため分かりにくいこと︑ヤ
ングアダルト向きの図書の選書が難
しいなどの理由から︑コーナーが充
実してきたとは言い難いものでした︒
そのため︑コーナーの周知を図り利
用を促すことが近年の課題となって
いました︒
そこで今年度︑図書館創立１００
周年を記念し︑ヤングアダルトコー
ナーリニューアル事業を行いました︒
今回の事業では︑熱海市内の４中学
校の生徒に実際に図書を選んでもら
うことにしました︒現役中学生の感
性を生かして選んだ図書を購入し︑
ヤングアダルトコーナーを充実させ
ようというものです︒
19

ヤングアダルトコーナーの選書会

19

19

http://www.atami.shizuoka.jp/mailmagazine/

登録はこちらから

携帯電話の人は、右のＱＲコードからも
登録ができます。
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毎月最終水曜日午後２時〜３時、FM熱海湯河原(79.6MHz)で放送中！

齊藤市長 本音トーク （再放送は翌日木曜日午後８時〜９時）

問い合わせ 広報情報室 ☎0557(86)6070

●広報あたみ放送内容
発行日：広報あたみ放送時
内 容：広報あたみで放送した内容
●消防・防災情報
発行日：情報入手時
内 容：気象情報、火災に関する情報など

リニューアルオープン式での除幕

夏休みには業者からヤングアダル
ト向きの多くの図書が持ち込まれ︑
選書会が開催されました︒
選書会には市内中学校担当学校司
書と生徒が参加し︑本を手に取って
真剣に選びました︒参加した中学生
からは﹁自分たちの選んだ本がある
と図書館への関心が高くなる﹂との
声がありました︒

12

そして︑ 月 日︑選書した中学
生と学校司書を招き︑リニューアル
オープン式を開催しました︒コー
ナーには漫画を原作にした小説など︑
今までの図書館にはあまりなかった
本も並んでいます︒
また現在︑親しみやすい新しい
コーナー名を中学生・高校生から募
集しています︒
リニューアルしたヤングアダルト
コーナーが︑多くの中学生・高校生
に図書館へ足を運んでもらうきっか
けとなることを期待しています︒

「熱海市メールマガジン」は、パソコンや携帯電話、
スマートフォンのメールアドレスを登録していただいた
皆さんに、市から各種情報をメールでお知らせします。

●メルマガあたみ
発行日：第２・４金曜日
内 容：行政情報・休日当番医・イベント情報
●熱海湯めまち便り
発行日：第３金曜日
内 容：観光・イベント情報

メールマガジンに登録しませんか？

第10回
ヤングアダルト
コーナーの変遷

問い合わせ：熱海市立図書館
☎0557(86)6591

ヤングアダルトとは︑﹁若い大人﹂
という意味で︑ 歳から 歳の世
代を指すアメリカで生まれた言葉で
す︒図書館や出版業界において広く
使われており︑日本では２０００年
頃から中学生・高校生向きの図書を
集めた﹁ヤングアダルトコーナー﹂
を設置する図書館が増えました︒
ところが︑ヤングアダルトコー
ナーを設置したものの︑コーナーに
置く図書がなかなか充実しないとい
う悩みを抱える図書館が少なくあり
ません︒大人である図書館職員が
﹁子どもでもなく大人でもない﹂世
代の興味に合わせた図書を選ぶのが
難しいためです︒
熱海市立図書館が文化会館内に開
設されていた頃は︑中学生・高校生
向きの図書として定評のある﹁岩波
ジュニア新書﹂などをまとめて置い
た書棚はあったものの︑図書の数が
少なかったこともあり︑書棚に名前
13

２月 February
マークの説明

■施設休館日
図 図書館休館日 ☎0557(86)6591
起 起雲閣休館日 ☎0557(86)3101
釣 熱海港海釣り施設休館日 ☎0557(85)8600
マ マリンスパ休館日 ☎0557(86)2020
■市民相談 市民相談室 ☎ 0557(86)6073
行 行政相談 13:00 〜 15:00
法 法律相談 ( 予約制 ) 13:00 〜 16:00
消 消費生活相談 13:00 〜 16:00
建 建築相談 ( 予約制 ) 13:00 〜 16:00
人 人権よろず相談 13:00 〜 16:00
交 交通事故相談 ( 予約制 )10:00 〜 15:00
不 不動産相談 13:00〜15:00
■福祉関係相談 福祉センター ☎0557(86)6335
身 身体障がい者相談会 9:30 〜 11:30
知 知的障がい者相談会 10:30 〜 12:00
ぷ 精神障がい者憩いの場｢ぷらむ｣ 13:00 〜 16:00
障 障がい者就労支援相談 10:30 〜 12:00
何 身体障がい者「何でも相談」13:00 〜 15:00
精 精神障がい者相談会 10:00 〜 12:00
高 高次脳機能障がい相談 ( 予約制 )10:00 〜 12:00
■福祉関係相談
熱海健康福祉センター ☎0557(82)9120
心 こころの健康相談 ( 予約制 ) 14:00 〜 15:00
２月のブックバスかもめ号
ステーション
実施日
網代小学校
２日㈫
大縄公園
海光園
スルガケアサービス
３日㈬
上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
４日㈭
泉支所
18日㈭
桃山小学校
伊豆山中央バス停横
マルコシ酒店横駐車場
５日㈮
七尾団地集会場
19日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校

時間
13：15〜14：15
14：45〜15：30
13：00〜13：30
13：45〜14：15
14：30〜15：00
15：15〜16：00
13：00〜13：35
13：50〜14：20
15：10〜16：00
10：00〜10：30
10：45〜11：15
13：15〜13：45
14：00〜14：45
15：00〜16：00

23日㈫ 第二小学校

12：30〜13：30

ひばりヶ丘団地下駐車場
第一小学校
24日㈬
緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場

10：00〜10：50
13：00〜13：40
14：00〜14：35
15：00〜15：35

25日㈭ 多賀中学校正面玄関前
26日㈮ 熱海中学校

1㈪

消身

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
●０歳児サークルアイアイ（南熱海マリンホール）10：00〜11：00
●献血（熱海市役所第二庁舎前）10：00〜12：00、13：15〜16：00
◆７〜８カ月児相談（いきいきプラザ）13：00〜15：00
●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

2㈫
3㈬
4㈭

施設休業日
早咲き日本一 あたみ桜 糸川桜まつり（糸川遊歩道）
※２月14日まで
熱海梅園梅まつり（熱海梅園）※３月６日まで
図
●熱海子育て支援センター「豆まき遊び」
（栄光熱海中央保育園）
10：00〜11：00

行
法

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

5㈮

●熱海子育て支援センター「簡単なおやつを作ろう」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

6㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※７日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

8㈪
9㈫
10 ㈬

消人
知

図

湯前神社春季例大祭（湯前神社）※10日まで

図

◆両親学級②（いきいきプラザ）10：30〜13：30

図

11 ㈭

建国記念の日
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※14日まで

図

12 ㈮

●にこにこサロン「おたのしみ会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

図

心

13 ㈯
14 ㈰

図

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00

図

15 ㈪

消
精ぷ

16 ㈫

建

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
◆１歳歯磨き教室（いきいきプラザ）10：00〜・11：00〜
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30

図
マ

17 ㈬

行

●にこにこサロン「よみきかせ」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

図
釣
マ

法心

●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15

マ

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00

マ

18 ㈭
19 ㈮

図
マ

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※21日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

20 ㈯
21 ㈰
22 ㈪

消人
障何

23 ㈫
24 ㈬
25 ㈭

不

◆両親学級③（いきいきプラザ）13：30〜16：15

法

◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30

図

26 ㈮
27 ㈯

網代温泉ひもの祭り（長浜海浜公園）11：00〜15：00
●南熱海子育て支援センター「保育園の作品展であそぼう」
（多賀保育園）9：00〜12：00

12：40〜13：30

28 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
網代温泉ひもの祭り（長浜海浜公園）10：00〜15：00

12：40〜13：30

29 ㈪

■火災情報・救急当番医の情報は
火災・救急テレホンサービス ☎0557(81)9911
■学校・家庭・心の問題などの相談は
ふれあい電話相談 ☎0557(81)8080

マ

7㈰

●にこにこサロン「救命救急おはなし会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

◇市役所 ( 代表 ) ☎0557(86)6000
◇南熱海支所 ☎0557(68)2151
◇泉支所 ☎0465(62)2335
◇エコプラント姫の沢 ☎0557(82)1153
◇南熱海マリンホール ☎0557(68)4778

15

各種相談日

マ

図

消

は各種相談会の開催日です。また、
は施設
の休館日です。相談会の種類、時間、場所および休館
施設名は頁左側の「マークの説明」をご参照ください。

第72回

熱海梅園

梅まつり
１月９日（土）〜３月６日（日）
午前８時30 分〜午後４時
有料期間：１月23日（土）〜
３月 ６ 日（日）

第６回

糸川遊歩道

あたみ桜
糸川桜まつり

１月23日（土）〜２月14日（日）
午前10時〜午後３時

問い合わせ

公園緑地室☎0557（86）6218

納期のお知らせ

新聞で作ろう！エコバッグ教室を開催します

２月１日（月）

消費生活モニターの皆さんに教わって、自分だけのおしゃ
れなマイバッグを作ってみませんか。
日時：２月12日（金）午前10時〜正午
場所：いきいきプラザ６階 第１会議室
定員：15人（予約制・先着順） 参加費：無料
持ち物：新聞紙７枚、のり、お手拭き、筆記用具、30センチ
定規、はさみ
予約・問い合わせ：市民協働推進室 ☎0557（86）6197

■市民税・県民税
第４期
■別荘等所有税
第４期
■国民健康保険税
第７期
【納税室】☎0557 (86) 6165
■後期高齢者医療保険料
第６期
【保険年金室】☎0557 (86) 6257
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

熱海市メールマガジン http://www.city.atami.shizuoka.jp/mailmagazine/
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