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感謝とともに旅立ちます
３月17日、網代小学校で卒業式が行われました。６人の
卒業生の感謝の気持ちや、在校生や保護者、地域の皆さん
の愛情が感じられる、温かみあふれる式でした。

◆今月の主な内容◆
平成28年度施政方針・予算の概要････････ ２
「第四次総合計画後期基本計画」策定 ･･････ ８
介護予防教室に参加しませんか？ ･･･････ 11
来庁者駐車場のご利用案内 ･････････････ 13

平成28年度 施政方針・予算の概要

「住まうまち熱海づくり」の
ための諸施策を強力に実行

市議会２月定例会で施政方針を述べる齊藤栄市長

平成 年度施政方針
︵抄︶

平成 年度には︑幅広い年
齢層からなる市民をはじめ︑

⑵地方創生元年

教育・子育て環境の充実や
高齢者福祉の向上を通じ︑市
民の暮らしを豊かにしていく
﹁住まうまち熱海づくり﹂の
ためには︑同時に︑一層の観
光・商業振興により温泉観光
地の横綱としての圧倒的な熱
海をつくり︑豊かになるため
の原資を稼ぐことが不可欠で
す︒
原資なくしては︑更なる市
民福祉の向上を図ることはで
きないという現実にしっかり
と立脚しつつ︑﹁住まうまち
熱海づくり﹂のための諸施策
を強力に実行し︑﹁新生熱
海﹂の実現のための取組を新
たなステージへと押し上げて
まいります︒

⑴﹁住まうまち熱海づくり﹂
のための諸施策を
強力に実行

はじめに

28
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市内各種団体の代表者の方々
や学識経験者の皆様にご協力
をいただき︑﹁第四次熱海市
総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 ﹂︑﹁ 熱
海市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン﹂及び﹁熱海市
総合戦略﹂を策定いたしまし
た︒
平成 年度を本市の地方創
生元年と位置づけ︑人口ビ
ジョンにおいてお示しした︑
人口減少に関する認識︑出生
率の上昇や若年層の転出超過
の半減を目指す方向性を官民
が共有しながら︑総合戦略に
位置づけた戦略を着実に進め
てまいります︒

熱海をより良くしていきた
い︒この想いは︑市民︑産業
界︑議会︑そして行政が同じ
くしているものと信じていま
す︒そして︑その共通の想い
のもと︑この熱海をより良く
していくためには︑行政はも
とより︑市民︑産業界︑議会
も︑まちの課題を自らの事と
して捉え︑それぞれが役割と
責任を持ちながら︑市の運営

⑶市政運営の原点である
﹁参画と協働﹂︑
﹁市民との対話﹂

28
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東日本大震災

320万人

300万人

280万人

年

年

﹁市民の皆様との対話﹂こそ
が︑﹁日本でナンバー１の温
泉 観 光 地づく り ﹂︑
﹁住まうま
ち熱海づくり﹂を実現し︑こ
の熱海をより良くしていくた
めの土台であるということに
改めて思いを致しながら︑諸
施策を着実に前に進めてまい
ります︒
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260万人

240万人

300万人突破！

220万人
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平成 年度の重点施策
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⑴日本でナンバー１の
温泉観光地づくり
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①当面の展望
本市は︑平成 年︑久しぶ
りに３００万人を超える宿泊
客をお迎えすることができま
した︒同時に︑税収面でも改
善傾向が見られるように︑市

内経済も活性化してきている
ターゲットの明確化︑閑散期
ことが見て取れるようになり
の誘客対策のほか︑夜の街の
ました︒
回遊性創出などに着手してま
本市の観光振興は︑ここ数
いります︒
年が正に正念場であります︒
入込観光客数が落ち込む６
日本でナンバー１の温泉観光
月の熱海の大きな誘客資源で
地を実現するべく︑これまで
あるジャカランダを国内外に
以上に市民︑産業界そして行
発信するため︑旅行会社に対
政が共に協力し合いながらシ
し旅行商品造成を目的とした
ティプロモーション︑観光ま
プロモーション活動などを
ちづくりに取り組み︑観光客
行ってまいります︒
の満足度を高めてまいります︒
次に︑熱海駅前広場につき
ましては︑駅舎・駅ビルが平
成 年中に熱海・伊豆の新
しい玄関口として完成する予
定であります︒この完成に合
わせ︑駅舎・駅ビル前のシェ
ルター整備︑点字ブロック設
置等の整備を行い︑駅前広場
整備を完了してまいります︒
熱海駅観光案内所につきま
しては︑訪れる観光客が必要
な情報を効果的に入手し快適
に旅を楽しむことができるよ
う︑熱海の玄関口のみならず︑
伊豆半島ジオパークのビジ
ターセンターの機能を有する
伊豆全体の玄関口にふさわし
い観光案内所として︑新駅ビ
ル内に設置してまいります︒
また︑東京オリンピック・
パラリンピックが近づくにし
たがい︑訪日外国人観光客が

②観光客の満足度向上
今︑熱海はここ十数年来で
最も多くの観光客をお迎えし
ております︒この方々にしっ
かりと熱海の魅力を感じても
らうとともに︑何度も訪れて
頂けるよう︑まち一丸となっ
て︑観光客の満足度向上を
図っていく必要があります︒
観光ブランドプロモーショ
ン事業につきましては︑平成
年度から 年度までの新
たなステージに入ります︒こ
れまでの３年間に行ってきた
来遊客増加を大きな目標とし
た︑統一テーマでの情報発信︑
回遊性向上などの取り組みと
ともに︑﹁意外と熱海﹂から︑
﹁やっぱり熱海﹂だと言って
いただけるよう︑テーマや
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平成

200万人

に参画し︑協働していくこと
が不可欠です︒
そして︑﹁参画と協働﹂を
より一層︑促していくため︑
行政としても︑様々な情報を
市民の皆様に分かりやすくお
伝えしていくとともに︑あら
ゆる機会を捉え︑市民の皆様
との対話に全力を尽くしてま
いります︒
﹁参画と協働﹂︑そして︑

入湯税による宿泊客数の推移（暦年）

27

官民連携によるシティプロモーション「ADさん、いらっしゃい！」

繰越金 使用料・手数料
1億円 5億8,998万円
財産収入・諸収入
5億9,696万円

土木費
24億6,205万円

歳出
民生費
60億1,759万円
消防費
7億2,698万円
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①教育・子育て環境の充実
本市の課題である少子高齢
化の進展に的確に対応し︑人
口減少に歯止めをかけるため
には︑子育て世代や高齢者の
皆様の暮らしを豊かにする
﹁住まうまち熱海づくり﹂を
さらに強力に進めていく必要
があります︒
まず︑特別支援教育の更な
る充実のため︑支援を要する
子どもの増加に対応した幼稚
園の特別支援指導員を１名︑
小中学校の学習支援員を１名
増員します︒また︑平成
年における小学校の英語教科

⑵住まうまち熱海づくり

一層増加していくことが予想
平成 年度に構築した︑熱海
されます︒外国人を含む観光
商工会議所を中心に市︑金融
客の受入れ環境の充実のため︑ 機関︑宅地建物取引業協会及
引き続き公共施設への公衆無
びＮＰＯ法人が連携する官民
線ＬＡＮの整備を進めるとと
協働の創業支援体制を強化し︑
もに︑民間施設が実施する無
熱海の魅力の内外への発信と
料Ｗｉ Ｆ
伴走型の支援を実施し︑若年
― ｉスポットの整備
層の地域への定着を促進して
に対する補助制度を新たに設
まいります︒同時に︑地域資
け︑訪れた観光客が﹁いつで
源である遊休及び低利用の不
もどこでも無料Ｗｉ Ｆ
― ｉを
動産の活用を促し︑新たなビ
利用できるまち﹂を目指し︑
ジネスに取り組みやすい環境
整備を加速してまいります︒
を整備するため︑﹁リノベー
ションまちづくり構想﹂を策
定します︒

③まちの賑わいの創出
本市では就職や転職を理由
とする若年層の転出増加が大
きな課題となっています︒そ
のような中︑熱海の基幹産業
である観光関連産業を中心と
して︑人手不足の状態が継続
していることから︑静岡労働
局とも連携しながら︑ミス
マッチの解消と人材の確保に
向けた取り組みを進めてまい
ります︒
また︑若年層の雇用の場を
創出し︑地域経済を活性化し
ていくためには︑新たなビジ
ネスに取り組みやすい環境や
ビジネス展開しやすい環境を
整備し︑一次産業も含め︑多
様な産業構造を構築していく
ことが不可欠です︒そのため︑

32

衛生費
23億5,423万円
農林水産業費
3億6,558万円

その他
3,424万円

議会費・総務費
24億7,787万円
公債費
16億8,934万円
教育費
14億7,232万円

市税
97億5,128万円
県支出金
12億3,853万円
国庫支出金
18億8,303万円

歳入

その他
14億9,822万円
市債
15億円

地方交付税
9億3,000万円

一般会計予算 180億8,800万円

観光商工費
4億8,780万円
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◆市民の暮らしを豊かにしていく「住まうまち
熱海づくり」のための諸施策を強力に実行

◆地方創生元年として、「第四次熱海市総合計

画後期基本計画」、
「熱海市まち・ひと・しごと

化などに向けて︑市立幼稚
園・保育園︑小中学校に派遣
するＡＬＴ︵外国語指導助
手︶を１名増員し︑英語教育
の充実を図ってまいります︒
施設の老朽化が課題であっ
た緑ガ丘幼稚園と小嵐保育
園への対応とともに︑良質な
幼児教育と利便性の高い保育
の双方を総合的に提供するた
め︑幼保連携型認定こども園

創生総合戦略」に基づく施策を推進

69億9,858万円（前年度比3.6％減）

水道事業会計

32億4,206万円

9.3
下水道事業会計

31億0,454万円

△ 14.6
6億5,198万円

1.7
温泉事業会計

とりで担うという厳しい状況
に置かれたひとり親家庭への
経済的支援の充実を図ってま
いります︒
学校施設等につきましては︑
子ども達がより安全・安心に
過ごすことができるよう︑緊
急的に必要な修繕を実施して
いくとともに︑平成 年秋頃
を目処に教育委員会施設修繕
計画を策定し︑平成 年度以
降︑計画的に中長期的な修繕︑
メンテナンスに取り組んでま
いります︒
また︑奨学金制度につきま
しては︑真に必要としている
優良な学生が︑経済的理由に
より進学を断念することがな
いよう︑﹁頑張る学生の進学
応援奨学金﹂として︑基準内
の学生全員に貸与できるよう
奨学金の制度の拡充を図って
まいります︒
静岡県立熱海高等学校につ
きましては︑引き続きその通
学路となる﹁さくらの名所散
策路﹂を︑平成 年度中の完
成に向けて整備を進めるとと
もに︑県︑市︑産業界︑地域
の関係者の皆様と連携しなが
ら︑同校の魅力向上︑人材育
成及び輩出機能の強化に向け
た支援を行ってまいります︒
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24.5
6億8,190万円

8.7

１億7,700万円

205.2
5,500万円

10.7
離島初島簡易水道事業特別会計

初島漁業集落排水処理事業特別会計

対前年度
伸率（％）
予算額
会計名

（注）表中の△印はマイナスを表します。

る魅力ある複合遊具を設置い
たします︒
本年２月にオープンした
﹁ＩＰＰＯあじろ園﹂の本格
的な運営を通じ︑就学前の発
達に課題や遅れの不安を持つ
子どもの専門的な療育環境を
提供してまいります︒
また︑放課後児童クラブを
利用する際の利用料軽減措置
を開始し︑子育てと仕事をひ

公営企業会計予算

4.1
3,250万円
後期高齢者医療事業特別会計

45億3,590万円
介護保険事業特別会計

1.5
駐車場事業特別会計

69億4,800万円
国民健康保険事業特別会計

対前年度
伸率（％）
予算額
会計名

の整備に向けた検討を深めて
まいります︒
子どもの遊び場づくりにつ
きましては︑渚小公園に続き︑
今後複数年度をかけ︑市内公
園の既存児童遊具の検証及び
見直しを行ってまいります︒
平成 年度はまず︑南熱海地
区長浜海浜公園の芝生広場に︑
幅広い年齢の子どもたちと︑
家族で集い楽しむことのでき

②高齢者福祉の向上と
市民の健康づくり
平成 年度より︑交通不
便地域にお住まいの高齢者の
皆様を対象に︑まちでの居場
所づくりを通じた外出機会と
外出手段の提供を試行的に
行ってまいります︒
具体的には︑桃山地区︑中
野地区︑和田木地区の公共交
通の不便地域にお住まいにな
る高齢者の皆様を対象に︑市
内公共施設や︑飲食・スー
パー等をはじめとする民間事
業者が提供する多様なサービ
スを活用する機会を提供する
とともに︑そのための外出を
支援するべく︑毎週１回︑貸
切バスを運行してまいります︒
市内の民間事業者と連携を
図りながら︑まちでの居場所
づくりを通じた外出機会とバ
スによる外出手段の提供を同
時に進め︑高齢者が友人や地
域とのつながりをつくり︑心
身の健康を維持しながら質の
高い生活を送ることを支援す
る熱海版外出支援の仕組みを
構築してまいります︒
また︑﹁高齢者のまちでの
居場所﹂の一つとして︑総合
福祉センターの改修工事を昨
年来進めてきたところです︒

5

124億3,030万円（前年度比3.9％増）
特別会計予算
28

基本方針

28

28

住まうまち熱海づくり
教育・子育て環境の充実

療育事業「IPPO あじろ園」

①学習支援および特別支援教育、英語教育の充実
②学校施設等修繕計画の策定と整備推進
3,240万円ほか
③認定こども園整備の検討と協議の推進
④「IPPO あじろ園」での療育事業の推進 1,864万円
⑤ひとり親家庭への支援の拡充
⑥育英事業の拡充 2,300万円（1,200万円増額）
⑦子どもの遊び場づくり
長浜海浜公園に遊具を新設 5,303万円

高齢者福祉の向上と市民の健康づくり

子どもの遊び場づくり

①熱海版高齢者外出支援の実施
（まちの居場所づくりとバス運行）
バス運行 H27補正1,500万円、満足度調査 200万円
②福祉センターのリニューアル
（３階大広間の洋室・椅子化）
福祉センター改修 H27補正1,029万円
③特定健診と大腸がん検診のワンコイン（500円）・
同時受診化 1,257万円（702万円増額）

市民生活にとって欠くことのできない
公共施設の維持・整備

熱海版高齢者の外出支援（イメージ）

（仮称）熱海フォーラム中高生ワークショップ

①（仮称）熱海フォーラム整備事業の推進 203万円
②市営住宅を活用した子育て世代の入居促進
改修工事 600万円
③市営住宅維持補修と長寿命化
維持補修工事 2,602万円、浴室改修工事 970万円、
草刈り事業補助 300万円ほか
④道路橋梁維持、長寿命化
維持補修 １億5,000万円、道路改良 9,199万円、
橋梁長寿命化 5,367万円
⑤エコ・プラント姫の沢の機能回復
保全工事 ６億1,190万円ほか
⑥安定的なし尿処理方法の検討の促進
⑦来宮配水池築造工事の実施、上下水道施設および
温泉施設の改築更新
平成 年度につきましても︑
高齢者の方々が安心して︑気
軽に立ち寄れる施設となるよ
う︑３階大広間の改修など施
設・設備の機能回復や整備を
引き続き行ってまいります︒
健康づくりにつきましては︑
歳以上の国民健康保険被
保険者が対象の﹁特定健康診
査﹂及び 歳以上の市民を
対象とする﹁大腸がん検診﹂
の自己負担額の見直しと︑大
腸がん検診の実施期間の拡大
により︑﹁特定健康診査﹂と
﹁大腸がん検診﹂がワンコイ
ン５００円で一度に受診でき
る体制を構築するなど︑受診
しやすい環境の整備を進めて
まいります︒

③︵仮称︶熱海フォーラム
︵仮称︶熱海フォーラム整
備事業につきましては︑世代
を超えて市民が集う場とする
べく︑３つのコンセプト﹁豊
かな暮らしの創造﹂︑﹁市民
参画・﹃市民の集う場﹄づく
り ﹂︑﹁ 持 続 的に運 営 可 能な施
設﹂を掲げ︑これらを実現す
るため施設に求める機能を市
民ホールと図書館を中心とし︑
市民が使いやすい︑市民のた
めの施設となるよう検討を進

40

28

40
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施政方針・予算の概要

日本でナンバー１の温泉観光地づくり
「観光ブランドプロモーション」と「観光まちづくり」
を同時に推進し、観光客の満足度を向上
①観光ブランドプロモーションの充実
1,849万円（H28〜H30上限5,500万円）
②ジャカランダプロモーション活動の強化 300万円
③「美しい伊豆創造センター」を中心とした
広域観光の活性化
693万円（地方創生交付金 H27補正1,000万円）
④熱海駅前広場の整備完了
駅ビル前シェルター整備ほか 6,170万円
⑤熱海駅観光案内所の新設（新駅ビル内）
運営及び駅ビル内設置費ほか 4,759万円
⑥外国人観光客等受入環境整備事業及び
誘客促進事業の推進
Wi-Fi整備及び整備事業費補助 800万円
（地方創生交付金 H27補正1,251万円）

起業創業や観光業の人材確保などにより、
若年層の定着を図り、まちの賑わいを創出

平成28年完成予定の熱海駅・駅ビル

世界三大花木「ジャカランダ」をプロモーション

①起業創業支援体制の強化とリノベーション
まちづくりによる新たな産業と雇用の創出
地方創生交付金 H27補正3,048万円ほか

市民のための市役所づくり
①市職員の意識と能力の向上
先進地視察研修経費 200万円ほか
②事務の効率化及び個人情報等のセキュリティ対策
自治体セキュリティ対策 H27補正１億9,497万円ほか
③市役所内におけるバリアフリー化と機能性の向上
庁舎改修経費（教育委員会移転） 1,639万円
④選挙権年齢の改正と投票率向上に向けた取組
熱海駅前第一ビル期日前投票所開設 551万円ほか

施政方針の全文は、熱海市ホームページでご覧いただけ
ます。

選挙年齢改正により18歳から選挙が可能に

めています︒
整備手法につきましては︑
財政負担の軽減や公共サービ
スの向上を目的に︑民間のノ
ウハウを最大限活用した事業
実施を基本として︑地元の企
業が企画設計から建設運営ま
で参画可能な官民連携手法で
持続的に運営可能な施設整備
を引き続き検討してまいりま
す︒
今後︑これまでの検討委員
会やワークショップ等でのご
意見︑ご提案を反映させた整
備イメージをお示ししつつ︑
引き続き︑市民の皆様としっ
かりと対話を重ねながら︵仮
称︶熱海フォーラム整備事業
を推進してまいります︒

むすびに

市民︑産業界︑議会︑そし
て行政がそれぞれ役割と責任
を持ちながら︑市の運営に参
画し︑協働していくこと︑そ
して﹁市民の皆様との対話﹂
に力を尽くしていくことが︑
﹁日本でナンバー１の温泉観
光 地づく り ﹂︑
﹁住まうまち熱
海づくり﹂の実現︑ひいては
﹁新生熱海﹂の実現に不可欠
であると考えております︒

熱海市長
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熱海の宿泊業を体験「お仕事体験バスツアー」

後期基本計画の計画期間は平成28年度から平成32年度までの５年間です。
この計画は、市民の皆さんにとって「わかりやすい」「実現性を重視」したものとしました。
後期基本計画は、熱海市ホームページや市役所４階情報コーナー、図書館で閲覧できます。
問い合わせ 企画室☎0557(86)6075

訪れるひとに感動を 誰もが輝く楽園都市 熱海
賑わいと癒しの創造

１．魅力ある湯治場としての復活
２．熱海らしい観光まちづくりによる満足度の向上
主な施策

目標値

■シティプロモーションの推進

■宿泊客数

■観光誘客事業の推進
■ターゲティングを行った観光商品の企画・立案
■広域連携による魅力発信
■旬な情報を首都圏メディアに発信
■文化活動への支援

2,967,301人

⇒

3,250,000人

■地域ブランド調査魅力度
市町村ランキング

16位

⇒

15位以内

■起雲閣貸出施設利用人数
39,297人

⇒

43,000人

■文化活動の拠点整備

３．地域特性を生かした産業の振興
主な施策

目標値

■個店支援

■市内卸売業・小売業の年間商品販売額合計

■鳥獣被害抑制への取り組み
■労働力の確保
■創業支援

45,115(百万円)

⇒

47,371(百万円)

■起業家支援による創業件数
―

⇒

10件

人と自然が共生する社会の創造

１．環境にやさしいまちづくり
主な施策

目標値

■ごみの減量と再資源化の推進

■ごみの総排出量

■花木によるまちづくりの推進
■環境情報などに関する情報の提供
■下水道接続の普及

23,583t

⇒

21,225t

■下水道接続件数
12,262件

⇒

12,512件

２．自然を守り継承し、癒される空間の創出
主な施策

目標値

■温泉の保全推進

■温泉湧出量の維持

■環境教育の推進
■公園管理および利活用
■海岸環境整備の推進
■上下水道施設の更新
■公営住宅の有効活用

17,296㍑／分

⇒

現状維持

■公園ボランティアの人数
24人

⇒

40人

■水道管路の耐震化率
36.3％

⇒

46.3％

計画推進

主な施策

目標値

■共助意識の醸成

■ＮＰＯ・ボランティア団体

■住民等によるまちづくりの推進
■広域連携体制の充実・強化
■ＰＤＣＡサイクルの確立
■公共施設マネジメントの推進

支援ルーム登録数
22団体

⇒

30団体

■総合計画後期基本計画進捗状況
―

⇒

100％
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「第四次総合計画後期基本計画」策定
住むひとが誇りを

熱海市の目指す将来都市像は

１．子どもたちが安心して豊かに育つことができる環境づくり
主な施策

目標値

■不妊治療の支援

■子育てが楽しいと感じる人の割合

■子育ての孤立化防止
■子どもたちの居場所づくり

64.２％

75.0％

■児童発達支援事業所数

■障がい児への支援
■子どもの力を伸ばす教育の推進

⇒

０ヵ所

⇒

１ヵ所

■公民館寺子屋事業の実施箇所

■子どもの未来を応援する教育環境の充実

３ヵ所

⇒

５ヵ所

■地域資源を活用した学習活動の強化

２．互いに支えあうまちづくりの推進

豊かな暮らしの創造

主な施策

目標値

■民生委員・児童委員などの活動支援

■自分の地区の民生委員・児童委員を

■障がい者のためのグループホーム誘致
■障がい者の就労支援
■介護予防の推進
■高齢者の外出支援
■高齢者の「居場所」づくりの支援
■町内会組織の運営に対する支援

知っていると回答された人の割合
40.５％

⇒

現状維持

■要介護２以上の認定者数
1,361人(H25年度) ⇒1,304人以下
■市内高齢者サロンの数
19

⇒

24

３．健康で豊かな暮らしの実現
主な施策

目標値

■運動習慣と健康意識付け

■健幸チャレンジ参加者数

■食生活を考える地域活動支援
■がん検診・特定健康診査の受診率向上
■地域医療体制の充実
■生涯スポーツの推進

493人

600人

27.6％

⇒

60.0％

■週に１回以上運動、

■生涯学習機会の充実
■新図書館づくりの推進

⇒

■特定健康診査の受診率

スポーツする人の割合
37.0％(H23年度)

⇒

50.０％

４．安全・安心を意識した住みやすさの追求
主な施策

目標値

■救急救助体制の充実

■住宅用火災警報器設置率

■消防体制の充実
■防災意識の高揚
■交通安全意識の高揚
■消費活動に関する情報発信
■空家対策
■円滑な道路交通の確保

9

78％

⇒

85％

■地域防災訓練の参加自主防災会数
63団体

⇒

75団体

■都市計画道路の整備率
75.１％

⇒

79.1％

しずおか子育て優待カード事業の
全国共通展開が始まりました！
問い合わせ

子育て支援室☎0557(86)6351

どこで使えるの？

ロゴがある全国の

カードを貰える人は？

協賛店舗

全国共通

妊娠中の人・
18歳未満の
子どもがいる人

何がお得なの？

協賛店舗でサービスを
受けられます

優待カードを貰うには？

子育て支援室へ
お問い合わせください
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介護予防教室に
参加しませんか？
介護予防教室は、できるだけ自立し
て、元気で健やかな生活を送れるような
身体づくりをお手伝いすることを目的と
して実施しています。
これまで、65歳以上の介護認定を受け
ていない人を対象に郵送していた「介護
予防チェックリスト」は、今年から郵送
しないこととなりましたので、教室への
参加を希望する人は、お住まいの地区を
担当している地域包括支援センターへお

筋力アップ教室
全身のストレッチ・簡単な脳トレーニングを行い楽しく運動
します。また、家でも行えるような筋力トレーニング方法もお
伝えします。
≪参加条件≫
65歳以上の介護認定を受けていない人で、以下の３つ以上に
該当する人
・壁や手すりを使わないと階段を昇れない
・何かに掴まらないと椅子から立ち上がれない
・15分くらい続けて歩けない
・この１年間に転んだことがある
・転ぶ事についてとても不安がある
○南熱海地区

○熱海地区

場所：マリンスパあたみ
場所：クラシオンデポルテ熱海
日時：①７月５日〜９月20日 日時：①６月27日〜９月12日
②10月４日〜12月20日
②９月26日〜12月12日
③１月10日〜３月28日
③１月９日〜３月27日
午後２時30分〜４時30分
午後２時〜４時
（いずれも毎週月曜日）
（いずれも毎週火曜日）

申し込みください。
※お申し込み後、地域包括支援センター
の職員がご自宅に伺い、既往歴などの確
認をします。ご本人の身体状況によって
は教室への参加をお断りする場合があり
ますので、ご了承ください。
※教室開始の１カ月前までにお申し込み
ください。
※希望者には送迎（熱海地区のお口元気
教室を除く）を行っていますので、ご利
用ください。

○申し込み先
熱海地区地域包括支援センター
☎0557（86）0005
南熱海地域包括支援センター
☎0557（67）7600
泉・伊豆山地域包括支援センター
☎0557（80）5566
○介護予防教室に関する問い合わせ
介護保険室

11

☎0557（86）6285

お口元気教室
口腔機能と全身の関係や噛むことの大切さなどを学び、お口
の体操やケアの方法について実際にやってみます。また、全身
のストレッチや簡単な筋力トレーニングも行います。
≪参加条件≫
65歳以上の介護認定を受けていない人で、以下の２つ以上に
該当する人
・半年前と比べて固いものが食べにくくなった
・お茶や汁物などでむせることがある
・口の乾きが気になる
○熱海地区

○南熱海地区

場所：いきいきプラザ
日時：９月９日〜11月18日
午前10時〜正午
（毎週金曜日）

場所：南熱海支所
日時：８月26日〜10月28日
午後２時〜４時
（毎週金曜日）

元気アップ教室
全身の筋力をつけることや噛む力・飲み込む力をつける方法
を学びます。お口の体操や全身のストレッチ、筋力トレーニン
グも行います。
≪参加条件≫
「筋力アップ教室」か「お口元気教室」のどちらかの参加条
件に該当する人
○伊豆山地区

○泉地区

場所：東海医療学園専門学校
日時：６月２日〜８月25日
午前10時〜正午
（毎週木曜日）

場所：泉公民館
日時：９月15日〜12月15日
午前10時〜正午
（毎週木曜日）

市民教室

受講生募集

公民館では、初心者を対象にした平成28年度の「市民教室」を開講します。
市民または在勤者であれば、どなたでも受講できます。
【申込方法】生涯学習課に用意してある申込書に必要事項をご記入のうえ、申し込んでください。
窓口に来られない人には申込書をお送りしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【申込期間】４月18日（月）〜５月16日（月）の平日午前９時〜午後５時
【受 講 料】各教室4,000円 ※初回に集めます。受講料以外に教材代などがかかる場合があります。
【場
所】中央公民館（いきいきプラザ）・網代公民館・泉公民館
■受講希望者が多数の場合は抽選となります。結果は申込者全員にハガキで通知します。
■受講生が少人数しか集まらない場合は開講しないこともあります。その際は、該当教室の申込者にハガキで通知します。
■市外在住の人は、定員に余裕がある場合にのみ受講できます。
■実施日・時間帯は、都合により変更になる場合があります。また、受講生専用の駐車場はありません。

【問い合わせ】〒413-8550 熱海市中央町１-１ 第二庁舎２階 生涯学習課
TEL：0557(86)6578 FAX：0557(86)6606 E-mail：kominkan@city.atami.shizuoka.jp

網代公民館
泉公民館

教室名
（定員）

講師

香
道
（15人）

田賀 明子

6/7･21 7/5 8/2
9/6･20 10/4･18
（火）14：00〜15：30

奥方・姫方のたしなみとして継承されてきた大名家奥向きの香道を、
お楽しみください。

食器に絵付け教室
（15人）

那須 園子

6/9･23 7/14･28 8/25
9/8･29 10/13
（木）14：30〜16：00

白磁器・ガラスに上絵付けをして焼き上げます。絵の苦手な人には、
転写紙を貼るだけの簡単な手法もあり、初心者でも大丈夫！世界で
一つだけのオリジナル作品ができあがります。

押し花教室
（15人）

立見 雅代

6/22 7/27 8/24
9/14･28 10/12･26 11/9
（水）13：30〜15：00

身近な四季折々の草花を使って栞やコースター・ミニ額・カレンダー
などを作成します。お花に対しての関心も増して、毎日が楽しく充実
します。

防ごうロコモ！家庭で使える
カイロプラクティック
（15人）

栁田 貴子

6/3･17 7/1･15 8/5･19
9/2･16
（金）13：30〜15：00

運動枕とゴムバンドを使って、筋肉のクセをとったり関節を整える
運動を学びます。痛みのない生活や、健康維持を目指して始めてみ
ませんか？

ウクレレ教室
（15人）

高橋 和香

6/1･15 7/6･20 8/3･17
9/7･21
（水）15：00〜16：30

楽器初心者の人に人気のウクレレ。メロディーや伴奏の仕方まで有
名な曲を題材に学びましょう。楽譜の読み方も同時に学べます。

仏像彫刻
（20人）

岩松 拾文

6/2 7/7 8/4 9/1 10/6
11/10 12/1 1/12
（木）13：30〜15：30

高さ18cmの初心地蔵を彫ります。用材は加工してありますので、
誰でも彫れます。彫刻刀のない人にはお貸しします。

スマイル・スマート・
トレーニング
（20人）

実施日・時間帯

講師からのひとこと・学習内容

6/6･13･20･27
マイケル・C．
スミス 7/4･11･25 8/1
（月）13：30〜15：00

年齢に負けない、元気で過ごせる身体づくり、健康アップの話も交
え、筋力・体幹を楽しく鍛えましょう。誰にでもできる体操です。

中央公民館︵いきいきプラザ︶

楽しいフラダンス
（20人）

牛島 トク

6/7･21 7/5･19 8/16
9/6･20 10/4
（火）10：00〜11：30

神聖なハワイの伝統的民族舞踊です。やさしい曲に、優雅な動き、
年齢に関係なく初歩から始めます。笑顔で楽しく踊りませんか？

シャンソン教室
（20人）

岩渕 祥夫

6/7･14･21･28
7/5･12･19･26
（火）14：30〜16：00

声の出し方を基本ベースに、おしゃれでステキなシャンソンを歌ってみ
ませんか？新しい芸術を身につけて楽しみましょう。

健康生き生き
歌謡吟詠教室
（15人）

寺田 かな江

水彩画と
色エンピツ画
（15人）

田中 邦子

創作はがき
（15人）

御守 智子

6/3･17 7/1･15･29
8/12･26 9/9
（金）10：00〜11：30

絵・字・ちぎり絵を使い創作はがきを作成します。切ったり、貼ったり、
書いたりと使える楽しさを味わいましょう。

楽しい書道
（15人）

加藤 秋濤

6/2･16･30 7/7･21
9/1･15･29
（木）10：00〜11：30

楷書・行書・かなの基本を学び、祝儀袋や年賀はがきなどを作成し
ましょう。

太極拳
（20人）

森野 光晴

10/17･24･31
11/14･21･28 12/5･12
（月）13：30〜15：00

太極拳は、ゆったりとした呼吸と静かでやさしい動作で気血のめぐ
りを良くします。中高年の健康増進には最適です。

水彩画
（15人）

大谷 まや

10/6･13･20･27
11/10･17･24 12/1
（木）10：00〜11：30

季節の草花・果物・野菜などを楽しく描きましょう。身近なモチー
フを描くことによって美しさを再発見できるでしょう。

パッチワークキルト
（15人）

浅賀 良子

10/14･28 11/11･25 12/9
1/13･27 2/10
（金）10：00〜11：30

パッチワークキルトの基本に基づいて、楽しく作品を仕上げる方法
を学びましょう。

6/1･15 7/6･20 8/3･17
9/7･21
（水）13：30〜15：00
6/8･22 7/13･27
8/10･24 9/14･28
（水）13：30〜15：00

楽しく歌いながら吟を覚え、正しい腹式呼吸で脳を活性化し健康で
生き生きと毎日を過ごしましょう！ストレス発散にもなります。
「描いてみたかった！」を実現してみましょう。わかりやすく、基
礎から丁寧にお教えします。

広報あたみ 2016.4
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来庁者駐車場のご利用案内
問い合わせ

管財室☎0557(86)6115

市営中央町駐車場がオープンしました。来庁時には、市営中央町駐車場をご利用ください。ご利用の
際は、用務先で駐車券に証明を受け、第一庁舎１階総合受付で磁気処理をしてください。原則60分以
内は無料になります。
これに伴い、上宿町市有地駐車場は利用できなくなりました。また、共同利用していたマックスバ
リュ駐車場は６月１日から利用できなくなります。ご理解、ご協力をお願いします。

市営中央町駐車場

16時間以内
16時間を超えるもの

料金案内
30分までごと
最高限度額

108円
1,728円

１時間までごと

108円

福祉事務所

出口
自動車ルート
二輪車

1カ所のみと
なります。

13

交互通行

熱海駅方面

駐輪場

花ひろば

注 入口は

第一庁舎・消防庁舎

ゆずりあい駐車場
２台

収容台数：105台
供用時間：24時間

伊東方面

※料金に10円未満の端数が発生した場合、端数は
切り捨てになります。

一般車両進入禁止
※ゆずりあい駐車場
はこちらから進入
してください。

入口

日本人の２人に１人は
がんになる時代です！

皆さんの健康づくりを

応援する教室

○身体の軸を鍛える教室
ストレッチで柔軟性を高め︑筋力
トレーニングで身体の軸︵コア︶と
表面の筋肉を鍛えます︒姿勢がよく
なり︑転倒を予防することができま
す︒週１回︑全４回の教室です︒
日時 ６月１日︑８日︑ 日︑
日︵いずれも水曜日︶
午後１時 分〜３時 分
対象者
歳以上の人
場所 いきいきプラザ
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ５月 日︵火︶

参加者募集

○疲れにくい身体をつくる教室
姿勢の崩れは︑疲労や痛みを引き
起こす要因となります︒姿勢の保持
に必要な筋力をつける教室です︒
日時 ６月２日︑９日︑ 日︑
日︵いずれも木曜日︶
午前 時〜 時 分
対象者
歳以上の人
場所 いきいきプラザ
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ５月 日︵火︶
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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

今年こそは

特定健康診査
胸部（肺がん）
大腸がん
前立腺がん
胃がん（バリウム検査）
胃がん（胃カメラ検査）
乳がん
子宮頸がん

健康診査を受けましょう

６月１日より各種健康診
査が始まります︒
健康診査は病気を発見
するだけでなく︑未然に
防ぐための貴重な機会です︒今年
は皆さんが受けやすいように︑時
期と費用の見直しをしました︒忘
れず に 受 診 し ま し ょ う ︒

改正のポイント！
①大腸がん検診が無料
大腸がん検診が無料になり︑さら
に受診できる医療機関を増やしまし
た︒また︑受診期間も拡大して︑特
定健康診査と胸部健康診査とを同時
期に受診できるようになりました︒

22

30

16

30

② 特 定 健 康 診 査と 健 康 診 査の負
担額を統一
条件により異なっていた自己負担
額を一律５００円に統一しました︒

③胃がん検診に
﹁胃カメラ﹂
が追加

男 女 と も に﹁ 肺 がん ﹂︑
﹁ 胃 がん ﹂
﹁大腸がん﹂が死亡率の上位で︑男
性の４人に１人︑女性の６人に１人
はがんで亡くなっています︒
熱海市のがんによる死亡者数は全
国平均の２倍以上となっていますが︑
がん検診の受診状況をみると︑子宮
頸がん検診と大腸がん検診の受診率
は県内で最下位です︒
がんは早期発見・早期治療を行え
ば決して治らない病ではありません︒
検診を受けていれば救えた命もた
くさんあるはずです︒手遅れになっ
て後悔しないためにも︑皆さんの手
元に受診券が届きましたら︑検診を
受けましょう︒

30

24

11

24

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

歳以上で今年度偶数年齢の人
は︑胃カメラによる検診を選択でき
ます︒ただし︑予約が必要となりま
すので︑ご注意ください︒

29

65

10

10月 11月 12月
9月
8月
7月

20

30

65

10

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

50

6月
健康診査の内容

健康 づくり

65

90

31

70

95

65

23

30
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高齢者を対象とした
肺炎球菌ワクチン定期接種Ｑ＆Ａ

○転ばない身体をつくる教室
下肢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
の向上をはか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 ６月２日︑ 日︑ 日︑
日︵いずれも木曜日︶
午後１時 分〜３時 分
対象者
歳以上の人
場所 いきいきプラザ
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ５月 日︵火︶

30

がはじまります

Ｑ１．肺炎球菌感染症とはどんな病
気ですか？
Ａ１．肺炎球菌という細菌によって
引き起こされる病気です︒この菌
は主に気道の分泌物に含まれ︑唾
液などを通じて飛沫感染し︑重い
合併症を起こすこともあります︒
Ｑ２．既に肺炎球菌ワクチン︵ポリ
サッカライドワクチン︶を接種し
たことがありますが︑定期接種を
受けられますか？
Ａ２．既に接種したことがある人は
定期接種の対象となりません︒

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

15

85 28

29

30

24

日時：６月６日（月）
午後１時30分〜３時
場所：起雲閣 音楽サロン
定員：１００人（先着順）
入場無料
講師：山本朋史氏（週刊朝日記者）

60

65

15

講師自身が軽度認知障害と診断され、筑波大
学の認知力アップデイケアに参加した経験か
ら、早期発見・早期対応の必要性と予防策、サ
ポートなどについての具体的な方法を紹介しま
す。どなたでも参加できます。

80

対象者
①平成 年度に 歳︑ 歳︑ 歳︑
歳︑ 歳︑ 歳︑ 歳︑１００歳
になる人
② 歳以上 歳未満で︑心臓︑腎
臓もしくは呼吸器の機能︑またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫機能
に障がいがある人
接種方法
肺炎球菌ワクチンを１回接種
接種期限
平成 年３月 日︵火︶まで
接種費用︵自己負担金︶
３︐０００円
75

高齢者を対象とした

10

肺炎球菌ワクチン予防接種
予防接種法施行令の改正により︑
平成 年 月１日から︑高齢者を対
象とした肺炎球菌ワクチンが定期接
種になりました︒これにより︑対象
となる人は︑少ない経済的負担で肺
炎球菌ワクチンの接種ができるよう
になりました︒
肺炎は︑日本人の死因第３位︵平
成 年︶です︒治療が遅れると重
症化し︑命に関わることもあります︒
特に︑高齢者の肺炎による死亡率は
他の年代に比べて高くなっています︒
高齢者は肺炎にかかりやすく︑一度
かかってしまうと治りにくいのも原
因の一つです︒
対象となる人には︑４月下旬に予
診票を郵送します︒実施医療機関は
送付した説明書に記載してあります
ので︑電話で予約をして︑接種して
ください︒なお︑自己負担金は接種
時に医療機関でお支払いください︒
なお︑４月下旬以降に熱海市に転
入された対象年齢の人は︑健康づく
り室にご連絡ください︒

「認知症に関する講演会」

「ボケてたまるか」
（月）
日
から
２
5月受付開始

26

26

住宅・店舗リフォーム工事の
助成金交付について

はかりの定期検査について

熱海商工会議所☎0557(81)9251

熱海市内の施工業者を利用して、
住宅・店舗などをリフォーム工事
する場合に、助成金を交付します。
ただし、助成対象者は市税などに
未納のないことが条件です。
対象工事：熱海市内に不動産登
記されている住宅・店舗・事務所
などを所有する人が行うリフォー
ム工事。または熱海市内に店舗・
事務所などを賃借する人が賃貸人
の承諾を得て行うリフォーム工事。
※申請は１軒について１回限り、
平成29年１月末までに工事を完
了すること。
助成内容：消費税を除く10万円
以上のリフォーム工事費の10％
(限度額10万円)。ただし、申請
前に着工した工事は対象外です。
また設備の購入費用が大半をしめ
るリフォーム工事など一部対象と
ならないものもありますのでご注
意ください。
申請期間：
第１次 ４月25日(月)
〜５月６日(金)
第２次 ７月４日(月)〜８日(金)
※応募多数の場合は抽選となりま
す。また、予算に達しない場合は
予算終了まで延長します。
熱海商工会議所

検索

自動車税納期限は５月31日です
自動車税は、４月１日現在で運
輸支局に登録されている自動車
（軽自動車を除く）の所有者にか
かります。お近くの金融機関や郵
便局、コンビニエンスストアなど
で納付をお願いします。

統計情報

事業所において取引や証明に「はかり」を使用している場合
は、計量法により２年に１度の検査が義務付けられていますの
で、必ず検査（有料）を受けて下さい。
定期検査の対象となるはかりの例
・商店や工場などで取引に使うはかり
・荷物運送業などで荷物の料金を決めるために使うはかり など
日程・時間

場所

５月17日(火)午前９時30分〜午後４時

長浜海浜公園

５月16日(月)午後１時〜３時

５月18日(水)午前９時30分〜午後４時
５月19日(木)午前９時30分〜午後４時
５月20日(金)午前10時〜11時
５月23日(月)午後１時〜４時

男
女

口

熱海総合庁舎

休憩施設

裏側駐車場

初島漁業協同組合

裏側駐車場

平成28年度「まち歩きガイド養成講座（初級）」受講者募集
観光にいらっしゃるお客様に、歴史や文化、温泉の魅力などを
紹介する まち歩きガイド の養成講座を開催します。熱海に関
する知識を広げ、まち歩きガイドとして活躍するための、スター
トとなる講座です。
受講期間：６月４日(土)〜10月29日(土) 全７回
定員：15人程度
受講料：2,000円（資料代ほか）
募集期限：６月１日(水)午後４時
申込方法：窓口・電話・メールいずれかの方法で、住所・氏名・
年齢・連絡先をお知らせください。
※窓口・電話受付は、平日の午前９時から午後５時まで
【申し込み・問い合わせ】
観光推進室 ☎0557(86)6195
メールアドレス kanko@city.atami.shizuoka.jp
市民協働推進室☎0557(86)6197

今年のテーマ

みんなの強みを活かせ〜安全・安心な社会に一億総活躍〜
高齢者などを狙った悪徳商法や架空請求などの被害が後を絶ち
ません。悪徳商法の手口に関する情報を広く共有し、注意を呼びか
けることが被害防止に役立ちます。ぜひ情報をお寄せください。

2月末の人口
人

泉小中学校駐車場

熱海総合庁舎

５月24日(火)午前９時30分〜正午

毎年５月は消費者月間です

熱海財務事務所☎0557(82)9061

産業振興室☎0557(86)6204

37,949 人
17,164 人
20,785 人

世帯数
21,216 世帯
人口前月比
55 人減

2月のごみ
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,459
約 300
約1,760
105.6

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,599 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ
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あたみ図書館くらぶで
本と仲良くなろう
図書館☎0557(86)6591

あたみ図書館くらぶでは、毎月
１回「ブックトーク」を行い、小
学生を対象に楽しい本をたくさん
紹介しています。図書館探検や百
人一首などのスペシャル会もあり
ます。
今年度１回目は、説明会を兼ね
てミニ・ブックトークを開催します。
申し 込 み は不 要 、無 料で すので、
親子でお気軽にご参加ください。
日時：５ 月 1 4 日 ( 土 ) 午 前 1 0 時
30分〜11時30分
場所：図書館５階
その他：図書館利用者カードを
お持ちの人は、忘れずに持参して
ください。
☆あたみ図書館くらぶは、月１回
（第４または第３土曜日午前10
時30分〜11時30分）開催して
います。随時、会員を募集してい
ますので、ぜひご参加ください。

春季ハッピートリム教室の
参加者を募集します
スポーツ推進室☎0557(86)6603

体力の向上、健康増進を図るた
め、市民を対象とした体操教室を
開催します。皆さんお誘いあわせ
のうえご参加ください。
内容：リズムムーヴメント・ス
トレッチングなど
講師：山田たつ子・横川さだみ
場所・日時：
南熱海マリンホール

５/10・17・24・31、６/７・
14・21・28の毎週火曜日８日間
午前10時〜11時30分
福祉センター体育室
５/12・19・26、６/２・９・
16・23・30の毎週木曜日８日間
【前半】午前９時30分〜11時
【後半】午前11時〜12時30分
定員：南熱海マリンホールは人
数制限なし。福祉センターに限り
前半・後半各40人
参加費：1,000円(保険料含む)
持ち物：体操ができる服装、上
履き、タオルなど
申込方法：４月28日(木)までに
電話またはメールにてお申し込み
ください。
メールアドレス：
sports@city.atami.shizuoka.jp

普通救命講習の受講者を
募集します
消防署救急係☎0557(86)6605

市民、市内企業、団体を対象に
心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いな
どの救命講習会を実施します。突
然のけがや病気に備えて、家庭や
職場で応急手当や救命措置を行え
るよう丁寧に指導しますので、ぜ
ひご参加ください。
講習日：５月18日(水)
場所：第一庁舎４階会議室
時間：午前９時30分〜12時30分
対象：中学生以上の市内在住・
在勤・在学者
定員：各30人(先着順)
※申込方法・期限などの詳細はお
問い合わせください。

外国人観光客等受入環境整備
事業費補助金
観光推進室☎0557(86)6371

外国人観光客などの受入環境の
向上を目的に民間事業者などが行
う無料公衆無線LAN（Wi-Fi）整
備を支援します。
対象となる施設：市内の宿泊施設、
観光施設、飲食施設、その他商業
施設
対象経費：無料公衆無線LANの
設置に係る物品購入費、工事請負
費
補助率：対象経費の1/2以内(上
限50万円)
申請期限：６月30日(木)
※募集要件や申請方法などの詳細
は、ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

観光まちづくり事業費補助金
観光推進室☎0557(86)6371

新しい観光と地域づくりの観点
から、地域がより魅力を増し、集
客力が高まる施策によるまちづく
りを推進しています。この補助金
は、地域の個性的で特色ある事業
を自ら企画・実施し、将来的に事
業の自立と継続を目的とする市民
団体を支援するものです。
申請期限：５月２日(月)午後４時
審査日：５月11日(水)
審査内容：申請団体によるプレ
ゼンテーションと書類による審査
を行います。
※募集要件や申請方法などの詳細
は、ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

心のやさしい相続・生前贈与
加藤正一税理士事務所
沼津市大手町5-6-7 ﾇﾏﾂﾞｽﾙｶﾞﾋﾞﾙ9階
電話 055-964-2315
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熱海市長

齊藤

栄

福祉センター浴室のリニューアル

99

熱海市総合福祉センターの中に温泉
があるのをご存知でしょうか？ 歳以
上あるいは障がいのある市民の皆さん
が︑無料で利用できます︒
この度︑この浴室を改修しました︒
浴室内のタイルを張り替え︑洗面台を
大きくし︑ドライヤーも新たに置きま
した︒特別大きなお風呂ではありませ
んし︑豪華でもありませんが︑以前よ
り明るく快適になったと思います︒市
役所内で温泉が楽しめるとは非常に珍
しい話ですが︑温泉地に住まう特権で
はないでしょうか︒
また︑新年度から市内３地域にお住
まいの高齢者の方を対象に︑試行的に
貸し切りのマイクロバスを走らせます︒
週に一回︑市の中心部までバスが往復
します︒買い物や病院︑図書館︑料理
教室への参加など︑外出の機会はさま
ざまあると思います︒ご近所の方とも
声を掛けあって︑ぜひ積極的にご活用
いただきたいと思います︒
高齢者の皆さんの健康維持や︑人と
のつながりを保つという観点から︑外
出の機会を持っていただくことはとて
も大切です︒行政も外出の機会や居場
所づくりを進めるとともに︑交通手段
を補完していきたいと考えています︒
浴室のリニューアルも︑外出の一つの
きっかけになることを期待したもので
す︒試行錯誤を繰り返してノウハウを
貯めながら︑熱海市が高齢者の皆さん
にとって﹁外出しやすいまち﹂となる
よう努めてまいります︒

60

18

広報あたみ 2016.4

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

坪さん、見つけたよ！
３月23日、坪内逍遙ゆかりの土地を巡る
ウォークラリーが開催されました。

メッセージを伝えるポスターで最優秀賞
2月29日、明るい選挙啓発ポスターコンクールで最優秀賞を
獲得した露木志保さんが齊藤市長の元へ表敬訪問に訪れ、「自
分の考えを持って投票してほしいです」というメッセージを
語ってくれました。

し

材
が

者

新年度も交通安全！
３月16日、第二小学校正門前のストップマークを、交通安全
リーダーになる新６年生が貼り替えました。「リーダーとし
て、下級生のお手本になるという自覚を持って行動したい」と
意気込みを話してくれました。

街かどに花の彩りを
３月10日、熱海花の会の皆さんにより、
花広場で花の植栽が行われました。

５月 May

各種相談日

1㈰

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

2㈪

施設休業日
初島ところ天まつり（初島）10：00〜16：00 ※５日まで
姫の沢公園花まつり（姫の沢公園）※８日まで
伊豆湯河原鯉のぼり祭り（泉公園）※GW期間中（要問い合わせ）

消身

図

3㈫

憲法記念日
春のあたみビール祭り（レインボーデッキ）10：00〜16：00 ※４日まで
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※８日まで

図

4㈬

みどりの日
春のそれ伊豆山伊勢海老磯まつり（伊豆山海岸）
10：00〜16：00 ※５日まで

図

5㈭
6㈮
7㈯

こどもの日

図

8㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
●朗読会（図書館）13：00〜13：40

9㈪

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

消人
知

◆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
◆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

10 ㈫
11 ㈬
12 ㈭

図

交
法

起

●熱海子育て支援センター「ようこそ熱海子育て支援センターへ
＆4･5月お誕生会」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
◆両親学級①（いきいきプラザ）13：30〜16：15

■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 ) 13:30 〜 15:00

13 ㈮

●にこにこサロン「おはなし会エンジェル」
（親子ふれあいサロン）10：30〜11：00

14 ㈯

TAKATA-FESTA in 熱海（親水公園）10：00〜 ※15日まで
走湯神社例大祭（走り湯神社）11：00〜
熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45

５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
17日㈫
大縄公園
海光園
スルガケアサービス
18日㈬
上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
19日㈭ 泉支所
桃山小学校
伊豆山中央バス停横
マルコシ酒店横駐車場
６日㈮
七尾団地集会場
20日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
10日㈫
第二小学校
24日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
11日㈬ 第一小学校
25日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
12日㈭
多賀中学校正面玄関前
26日㈭

15 ㈰

13日㈮ 熱海中学校
27日㈮

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
12：30〜13：30
10：00〜10：50
13：00〜13：40
14：00〜14：35
15：00〜15：35
12：40〜13：30
12：40〜13：30

◇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
■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
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17 ㈫

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

18 ㈬

行

●南熱海子育て支援センター「地引き網」
（長浜海浜公園）
9：00〜12：00
●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

起

19 ㈭

法

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15
◆両親学級②（いきいきプラザ）10：00〜13：30

マ

図

20 ㈮
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※22日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

21 ㈯
22 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00

23 ㈪

消人
障

24 ㈫
25 ㈬

不

図

◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

起

●熱海子育て支援センター「ベビーマッサージ」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

27 ㈮

●にこにこサロン「３Ｂ体操」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

マ

28 ㈯

湯かけまつり（泉公園）19：00〜21：30
南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）11：00〜15：00

マ

29 ㈰

南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）10：00〜15：00

マ

26 ㈭

30 ㈪

法

図
マ

消何

31 ㈫

マ

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。

平成28年経済センサス−活動調査を
実施します
問い合わせ

広報情報室（情報）☎0557(86)6094

平成28年６月１日を基準日として、経済センサス−活動調査を実施します。
５月中旬から調査員が市内の事業所・企業に伺いますので、ご協力をお願いします。

「経済センサス−活動調査」とは？
日本国内の事業所・企業の従業者数・主な事業内容・
売上金額などを調べる調査です。

調査対象
日本国内の全ての事業所・企業が対象です。

調査の目的
国内の産業構造を明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための
母集団情報を整備することを目的としています。

回答方法
調査員が配布する調査票で回答できます。インターネットで回答する方法と、記入した調査票を調
査員が回収する方法の２種類があります。便利なインターネット回答をぜひご利用ください。

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

５月２日（月）
■固定資産税・都市計画税
第１期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第１期
【介護保健室】☎0557(86)6282
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/

広報あたみラジオ放送ＦＭ熱海湯河原79.6MHz

広報あたみは再生紙を使用しています。
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