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◆今月の主な内容◆
これからの選挙が変わります ････････････２
平成27年度熱海市の財政状況･･･････････４
平成28年度実施 熱海市職員採用試験 ･･･６

よいしょ、よいしょ！
５月18日、長浜海水浴場で「親子地引き
網」が行われました。多賀保育園・上多賀幼
稚園・和田木保育園・南熱海子育て支援セン
ターの親子が参加し、元気な掛け声をかけな
がら網を引きました。

選挙は私たちの意思を政治
に反映させるチャンス
私たちのさまざまな意見や要望は︑
選挙で選出された代表者によって国
や地方の政治に反映されます︒した
がって︑選挙は︑子育て・税金・環
境など私たちの日常生活の全てと繋
がっているのです︒言い換えれば︑
投票をすることで︑暮らしの向上や
社会づくりに参加しているのです︒

選挙権が 歳以上に
これまで選挙権は 歳以上の国
民に与えられていましたが︑改正
公職選挙法施行後の国政選挙から
は︑ 歳以上の国民に選挙権が与
えられます︒ 年後 年後の未来
を作るのは︑今の若い皆さんです︒
皆さんの貴重な一票を大切にして
ください︒
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﹁選挙って難しい﹂﹁選挙は面倒
くさい﹂と思っている皆さん︒そん
なに難しいことはありません︒
投票は次のような流れで行います︒

投票はどのようにするのか
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①入場券はがきが届く
投票日が近づくと︑投票所入場券
はがきが有権者に郵送されます︒は

がきには︑投票日時︑投票場所が記
載されています︒一枚のはがきが同
一世帯４人までの入場券︵切り離し
式︶となっていますので︑投票所に
はご自身の入場券をご持参ください︒
②投票所で投票用紙を受け取る
受付の係員に入場券を渡します︒
入場券を紛失したり︑忘れたりした
場合でも︑氏名・生年月日・住所な
どから選挙人名簿に記載されている
ことが確認できれば︑投票ができま
す︒
選挙人名簿に載っていることを係
員が確認後︑投票用紙が渡されます︒
③記載台で候補者の氏名︵政党名︶
を書く
記載台に鉛筆が用意されています
ので︑候補者名︑政党名を投票用紙
に記入します︒
参議院議員選挙の比例代表選挙は
※
候補者名または政党名を︑衆議院議
員選挙の比例代表選挙は政党名を記
入します︒
身体の状況やその他の事由により︑
自分で記入することができない人は︑
代理投票ができます︒また︑視覚に
障がいのある人は︑点字により投票
することができます︒受付に申し出
てください︒
④投票箱に投票して終了

!!
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これからの

選挙が変わり

ます

平成27年６月19日に選挙権を18歳以上とする
改正公職選挙法が公布されました。
この法律は平成28年６月19日に施行され、施行
後の国政選挙から18歳以上の皆さんが選挙に参加
できるようになります。

また、熱海市では７月10日に実施される参議院
議員選挙から、従前の期日前投票所に加えて「熱海
第一ビル」「伊豆山地区コミュニティ防災セン
ター」でも期日前投票が行えるようになります。

問い合わせ 選挙管理委員会事務局☎0557(86)6670
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期日前投票のできる場所が
加わります︑変わります

熱海市では︑投票率向上のため︑
７月 日に実施される参議院議員選
挙から︑期日前投票所を新たに増や
します︒

熱海第一ビル

平日市外に通勤している人︑バス
を利用している人が期日前投票をし
やすいように﹃熱海第一ビル﹄１階
に期日前投票所を設置します︒

伊豆山地区コミュニティ防災センター

伊豆山仲道公民館に加え︑伊豆山
出張所跡地に建設された﹃伊豆山地
区コミュニティ防災センター﹄に期
日前投票所を設置します︒
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熱海第一ビル

ま た︑﹃泉 公 民 館﹄で の 期 日 前 投
票は１日でしたが︑２日間に増えま
す︒
﹃総 合 福 祉 セ ン タ ー﹄の 期 日 前 投
票は︑階段やエレベーターを利用し
なくても投票できるように︑３階か
ら２階︵玄関階︶に変わります︒

伊豆山浜会館から
伊豆山地区コミュニティ防災
センターに変わります

これまで︑選挙日当日の投票所が
﹃伊豆山浜会館﹄であった皆さんは︑
参議院議員選挙から﹃伊豆山地区コ
ミュニティ防災センター﹄に変更と
なりますのでご注意ください︒

伊豆山地区コミュニティ防災センター

参議院議員選挙の投票は７月10日(日)
投票日時：７月10日(日)午前７時〜午後８時（初島地区は７月９日(土)午前７時〜午後４時）
投 票 所：事前に郵送する入場券はがきに記載された投票所で投票してください。
投票できる人：平成10年７月11日までに生まれた人
平成28年３月21日までに熱海市に住民登録の届出を出した人
投票日までに引き続き熱海市の選挙人名簿に登載されている人
※身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っていて所定の要件を満たす人、また介護保険の被保険者証
の要介護状態区分が「要介護５」の人は郵便投票ができます。選挙管理委員会事務局に選挙期日の
４日前までにご請求ください。

期日前投票は６月23日(木)〜７月９日(土)
期日前投票期間

場

所

６月23日
（木）
〜７月９日
（土） 総合福祉センター２階
６月27日
（月）
〜７月１日
（金） 熱海第一ビル
７月４日
（月）
南熱海支所
７月５日
（火）
伊豆山仲道公民館
７月６日
（水）
伊豆山地区コミュニティ防災センター
７月７日
（木）
・８日
（金）
泉公民館
※期日前投票は、上記投票所のどこでも投票できます。
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時

間

午前８時30分〜午後８時
午前７時30分〜午後８時
午前８時30分〜午後４時30分
午前８時30分〜午後４時30分
午前８時30分〜午後４時30分
午前８時30分〜午後４時30分

一般会計

予算の執行状況

平成
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福祉や教育、道路整備など、市民生活のための基本的な事業の会計です。
※歳入・歳出ともに平成26年度からの繰越明許費を含みます。
予 算 額
収入済額

191億4,536万円
178億2,120万円

執行率

年度

熱海市の財政状況

歳入

93. 1%

歳入全体の収入済額は昨年同時期（165億3,952万円）に比べ12億
8,168万円増加しました。主な要因は、地方消費税交付金が昨年度同時
期（5億2,039万円）に比べ3億1,350万円、ごみ焼却施設整備事業など
を目的とした市債が昨年度同時期（1億7,220万円）に比べ6億6,150万
円増加したことによります。また、歳入の根幹を占める市税は昨年度
に比べ、2億713万円減少し94億7,406万円になりました。

市債 4.7%
8億3,370万円
（11億2,770万円）
県支出金 4.8%
8億6,017万円
（10億6,221万円）

その他 5.9%
10億5,813万円
（9億1,350万円）

上段：科目 収入済額構成比
中段：収入済額
下段：
（予算額）

依存財源
31.8%

国庫支出金 10.2%
18億1,701万円
（24億9,173万円）

歳入

地方交付税 6.2%
11億1,180万円
（10億8,151万円）

自主財源
68.2%

諸収入・財産収入
手数料ほか 11.5%
20億4,236万円
（21億155万円）

歳出

予 算 額
歳出済額

191億4,536万円
158億4,221万円

執行率

82. 7%

歳出全体の支出済額は昨年同時期（158億7,171万円）に比べ2,950万円
の減少となっています。主な要因は、消防ポンプ自動車などの備品購入
により消防費、その他の農林水産業費や観光商工費などに増加がありま
したが、公有地取得を行った総務費が、昨年度同時期（24億507万円）
に比べ1億2,560万円減少したことによります。

公債費 10.7%
17億93万円
（17億914万円）

上段：科目 支出済額構成比
中段：支出済額
下段：
（予算額）

諸支出金ほか 0.3%
4,640万円
（6,849万円）

議会費・総務費 15.6%
24億6,853万円
（35億4,769万円）

教育費 7.9%
12億4,634万円
（13億8,294万円）
消防費 6.5%
10億3,604万円
（10億6,758万円）
土木費 10.8%
17億657万円
（22億2,576万円）

歳出

民生費 34.2%
54億1,073万円
（64億7,141万円）
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観光商工費 2.7%
4億2,292万円
（5億3,660万円）
農林水産業費 1.6%
2億6,171万円
（2億9,480万円）

熱海市では︑皆さんに市の財政を理解していただくため︑年２回６月と 月に
財政状況を公表しています︒今回は平成 年３月 日現在の一般会計︑特別会計
の予算執行状況を中心に︑市債状況︑市有財産についてお知らせします︒
なお︑平成 年４月１日から５月 日までが出納整理期間となりますので︑
最終的な決算額は今回公表するものとは異なります︒
問い合わせ 財政室☎０５５７︵ ︶６１１４

繰越金 3.5%
6億2,397万円
（6億2,397万円）

市税 53.2%
94億7,406万円
（97億4,319万円）
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衛生費 9.7%
15億4,204万円
（18億4,095万円）
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特別会計予算の執行状況
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られるなど、特定の事業を行う場合や特定の歳入を特定の歳
出に充てる場合に、一般会計と区別する必要がある事業の会計です。
会計区分

予算額

国民健康保険事業

歳出（執行率）

70億8,118万円

63億4,801万円（89.6%）

64億2,162万円（90.7%）

駐車場事業

5,800万円

5,796万円（99.9%）

5,796万円（99.9%）

離島初島簡易水道事業

5,308万円

3,412万円（64.3%）

4,619万円（87.0%）

44億3,534万円

41億3,490万円（93.2%）

40億3,318万円（90.9%）

2,610万円

1,566万円（60.0%）

2,340万円（89.7%）

6億3,310万円

6億1,260万円（96.8%）

6億1,094万円（96.5%）

介護保険事業
初島漁業集落排水処理事業
後期高齢者医療事業

市債の状況

普通債

平成28年3月31日までに一般会計お
よび特別会計が公共施設整備などのた
めに、借り入れた資金の残高です。
道路や学校など、世代を超えて長く
利用できる施設の整備事業の財源は、
単年度の市税などだけでは賄いきれま
せん。後年度の市民との負担を均等に
することからも、財源の一部を市債と
して借り入れ、後年度に市税などで返
済していきます。

熱海港の整備や小中学校の改築など
を目的として起債した市債の一部の返
済が終了したことが主な原因です。
平成27年度には、ごみ焼却施設（エ
コ・プラント姫の沢）整備事業、公園
等施設（さくらの名所散策路）整備事
業、緊急防災対策事業などについて、
借り入れを行いました。

市有財産
土地

2,263,205.44㎡
8,068,994.49㎡

有価証券

銀行株券など

無体財産権

的

金 額
76億6,057万円
4,829万円
14億6,453万円
1億 799万円
4億1,337万円
3億 27万円
11億1,274万円
12億6,865万円
1億1,568万円
9億2,146万円
4億1,309万円
14億9,450万円
4,854万円
3億1,996万円
69億2,525万円
10億5,580万円
8,800万円
1億3,158万円
5,041万円
5,445万円
1億6,393万円
164億9,849万円

構成比
46.5%
0.3%
8.9%
0.7%
2.5%
1.8%
6.7%
7.7%
0.7%
5.6%
2.5%
9.1%
0.3%
1.9%
42.0%
6.4%
0.5%
0.8%
0.3%
0.3%
1.0%
100.0%

※その他は、臨時財政補填債4,278万円、減収補填債
8,492万円などです。

市が所有している財産です。（平成28年3月31日現在）

10,332,199.93㎡

行政財産
普通財産

目

公有林
総務
民生
保健衛生
農林水産
観光
土木
公営住宅
都市計画
消防
教育
災害復旧債
減税補填債
臨時財政対策債
退職手当債
行政改革推進債
その他※
駐車場事業債
離島初島簡易水道事業債
初島漁業集落排水処理事業債
合計

一般会計と各特別会計の市債（借り
ているお金）の合計残高は昨年同時期
に比べ7億328万円減少しました。
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歳入（執行率）

2,633万円

建物

226,269.03㎡

行政財産
224,379.29㎡
普通財産
1,889.74㎡
市庁舎、市営住宅、学校など

出資による権利
引湯権など

２件 （著作権、商標権）

6,603万円

■行政財産 行政目的に直接使用
される財産。私権の対象とする
ことは極めて例外的な場合にし
か許されない。
■普通財産 行政財産以外の財産
をいい、原則として特定の行政
目的に直接使用されることのな
いもの。

平成28年度実施

熱海市職員
採用試験

問い合わせ 人事研修室☎0557(86)6036

熱海市では︑市職員としての自覚
と責任を持って﹁住まうまち熱海づ
くり﹂にチャレンジできる職員を募
集しています︒
平成 年４月１日に採用予定の試
験は次のとおり実施します︒

募集人員
一般事務
５人程度
保育士
５人程度
幼稚園教諭 ３人程度
保健師
１人
第一次試験日
７月 日︵日︶
申込期間
６月 日︵金︶〜７月８日︵金︶
︵土・日曜日を除く︶
午前８時 分〜午後５時 分
ただし︑７月３日︵日︶に限り︑
※
午後１時〜５時に受け付けます︒
申込方法
人事研修室および熱海市ホーム
ページにて交付︵郵送請求も可
能︶する書類一式を︑人事研修室
の窓口へ︑受験者本人が直接持参
してください︒代理の人による提
出や郵送などによる提出は︑受け
付けることができません︒

試験日・申込書など

29

30

15

24

24
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職種および受験資格
一般事務
（大学卒）

保育士

幼稚園教諭

試験では︑一般的な公務員試験の
筆記試験で行われる専門科目がない
た め︑い わ ゆ る﹁公 務 員 試 験 対 策﹂
が必要ありません︒筆記試験では知
識量ではなく︑教養と事務能力を測
る試験を行います︒保育士︑幼稚園
教諭については︑教養を測る試験の
みです︒いずれも公務員試験として
の勉強を不要とし︑誰もが受験しや
すい環境を整えています︒
また︑二次試験以降では︑コミュ
ニケーション能力をはじめ︑職員と
してふさわしい考えの持ち主である
かなど︑しっかりと人物に重きを置
いた面接試験を行います︒

人物重視の試験

熱 海 市 で は︑採 用 さ れ た 職 員 の
キャリア形成を支援するために︑仕
事のうえで必要な基礎知識を学ぶ新
人職員研修をはじめとして︑職務の
段階や目的に応じてさまざまな研修
を行っています︒特に︑採用から３
年目までは︑熱海市職員としての基
礎となる大切な時期であるため︑重
点的に研修を行い︑職員を育成して
います︒
採用一年目の職員に対しては︑一
人ひとりに異なる職場の先輩職員が
ついて︑仕事や生活全般の相談に乗
る﹁メンター制度﹂を導入していま
す︒職 場 環 境 や 人 間 関 係 の 不 安 も 相
談できるので︑安心して業務に取り
組むことができます︒

各種研修制度
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昭和61年４月２日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人または
平成29年３月までに取得見込みの人（市内居住要件なし）
保健師

受験資格
昭和61年４月２日以降に生まれた人で、大学卒業以上の学歴を有する
人または平成29年３月までに大学卒業見込みであり、市内在住または
採用後に市内に居住できる人
※身体障害者手帳のある人は受験資格が異なりますので、お問い合わ
せください。
昭和57年４月２日以降に生まれた人で、保育士の登録および幼稚園教
諭の免許をいずれも取得した人または平成29年３月までに取得見込み
の人（市内居住要件なし）
昭和57年４月２日以降に生まれた人で、幼稚園教諭の免許および保育
士の登録をいずれも取得した人または平成29年３月までに取得見込み
の人（市内居住要件なし）
採用職種

※一般事務（短大卒・高校卒）、消防などは、９月18日(日)に試験を予定しています。
受験資格などの詳細は、広報あたみ８月号でお知らせします。

「熱海市職員」という選択
熱海市では、優れた人材を確保し育成するために、試験方
式の見直しや各種研修など、キャリア形成を行いやすい環境
を整えています。

国民健康保険税について

平成28年度の国保税率

土地、家屋の固定資産税×25％

改正なし
③均等割

加入者1人につき32,200円

改正なし

④平等割

1世帯につき24,700円

改正なし

賦課限度額

520,000円

+10,000円

①所得割

前年中の※基準総所得金額×0.7％

改正なし

②資産割

土地、家屋の固定資産税×3％

改正なし

③均等割

加入者1人につき5,400円

改正なし

④平等割

1世帯につき8,000円

改正なし

賦課限度額

170,000円

+10,000円

①所得割

前年中の※基準総所得金額×1.6％

改正なし

②資産割

土地、家屋の固定資産税×7％

改正なし

③均等割

加入者1人につき9,400円

改正なし

④平等割

1世帯につき5,000円

改正なし

賦課限度額

160,000円

+20,000円
全被保険者対象

引き続き国民健康保険事業の
健全な運営と健康増進対策に努めて
まいりますので︑ご理解とご協力を
いただきますようお願いします︒

歳〜

歳対象

税に関する問い合わせ

☎０５５７
︵ ︶
６１４５

債権回収室☎０５５７
︵ ︶
６１６５

納付に関する問い合わせ

市民税室

１年間の国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳〜64歳が
対象)の①＋②＋③＋④の合計額です。
合計額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額が年間の税額になります。
※基準総所得金額＝総所得金額等−基礎控除33万円

86

86

平成28年 8 月31日
第3期

平成28年 9 月30日
第4期

平成28年10月31日
第5期

平成28年11月30日
第6期

平成28年12月26日
第7期

平成29年 1 月31日
第8期

平成29年 2 月28日

年度の国保税の納期限は？

②資産割

64

第2期

平成

改正なし

介護納付金分

前年中の※基準総所得金額×6.5％

後期高齢者支援金分

①所得割

医療給付費分

平成27年度との比較

40

平成28年 8 月 1 日

28

第1期

やむを得ない事情で国保税を納期
限までに納付できない場合は︑早め
に債権回収室までご相談ください︒
国保税の軽減制度とは？
国保税は︑加入している人の所得
に基づいて決められます︒国の定め
る所得基準を下回る世帯については︑
国保税の均等割額と平等割額の７割︑
５割 ま たは２割 が 減 額 され ま す︵ 所
得の申告が必要です︶︒
その他︑年金天引き制度や口座振
替による納付制度もありますので︑
手続き方法などは市民税室までお問
い合わせください︒

平成28年度
分
区

国民健康保険は︑皆さんが病気や
ケガをした際に安心して医療を受け
られるように備えるための制度です︒
平成 年度においても︑税率の改
正は行わず︑医療給付費分︑後期高
齢者支援金分︑介護納付金分の賦課
限度額の改正のみを実施することと
なりましたのでお知らせします︒
国民健康保険税︵国保税︶とは？
国保税は︑加入している皆さんが
安心して医療機関を受診するための
医療費に充てる重要な財源となりま
す︒原則として 歳未満で職場など
他の健康保険に加入している人を除
いて︑必ず国民健康保険︵国保︶に
加入しなければなりません︒
国保税の納税義務者とは？
国保税の納税義務者は︑世帯主で
す︒世帯主が国保に加入していなく
ても世帯内に国保加入者がいれば︑
世帯主が納税義務者になります︵擬
制世帯主制度︶︒世帯主が後期高齢者
医療保険に加入している場合も同じ
です︒
国保税の通知はいつ届くか？
平成 年度の国保税は︑７月中旬
ごろに世 帯 主 あてに︑﹁ 国 民 健 康 保 険
税納税通知書﹂にてお知らせします︒
75

28

28

8
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国保に加入している70歳未満の人
には「限度額適用認定証」または「限
度額適用･標準負担額減額認定証（住
民税非課税世帯）」を発行します。こ
の証の提示により、医療機関の窓口
での支払いを、自己負担限度額まで
とすることができます。

象者のうち、住民税非課税世帯の人
に は「 限 度 額 適 用・標 準 負 担 額 減 額
認定証」を発行します。この証の提
示により、医療機関の窓口での支払
いを自己負担限度額までとすること
ができます。
申込方法

保険年金室または各支所

70

申込期間 ７月１日 金( 〜)８月 日 水( )

74歳）および後期高齢者医療制度対

国民健康保険高齢受給者証
歳からは自己負担割合が記載
された国民健康保険高齢受給者証が
保険証とともに必要となります︒
対象となる人については︑新しい
受給者証︵うぐいす色︶を７月中旬
に住所地へ郵送します︒

国民健康保険高齢受給者（70歳〜

自己負担割合の見直し
高齢受給者証の自己負担割合は
所得に応じて毎年見直されます︒
新しい負担割合の適用は８月
１日からです︒
保険証と一緒に必ず医療機関の
窓口へ提示してください︒

70歳以上の医療費限度額適用

保険証更新などのお知らせ

70歳未満の医療費限度額適用

10

国民健康保険
保険証 受･給者証の更新

医療費限度額適用制度を
ご利用ください

国民健康保険被保険者証
月１日から保険証が更新されま
す︒新しい保険証︵うぐいす色︶は
９月中旬に世帯主の住所地へ郵送し
ます︒
保険証の窓口受け取りを希望する
場合は︑事前に申し込みが必要とな
ります︒申し込みは世帯単位となり
ますのでご了承ください︒
なお︑昨年申し込みした人も再度
の申請が必要となります︒
申込方法 保険年金室または各支所
へ直接お申し込みください︒
持ち物 国民健康保険被保険者証︑
印鑑︑身分証明書

医療費が高額になったら…

31

の窓口で直接お申し込みください。

印鑑、身分証明書
申込期日

28

8月１日(月)から手続き

ができます。
※ただし、国保税に未納があると
認定証の交付が受けられないことが
あります。

86

86

問い合わせは保険年金室へ

国民健康保険
☎０５５７
︵ ︶
６２５８
後期高齢者医療保険
☎０５５７
︵ ︶
６２５７

9

古い保険証などは各窓口へご返却ください
※

交通事故などに
あったときには･･･
交通事故など、第三者
の不法行為により負傷し
た場合も、保険証を使って治療
を受けることはできます。その
場合、加害者が支払うべき医療
費を市が一時的に立て替え、あ
とで加害者本人または加害者が
加入している自賠責保険などに
請求する手続きを行います。
示談をしてしまうと保険証が
使えなくなる場合があります。
示談する前に必ずご相談くだ
さい。

後期高齢者医療制度について

または後期高齢者医療被保険者証、

後期高齢者医療被保険者証の更新
８月１日から保険証が更新されま
す︒新しい保険証︵オレンジ色︶は︑
７月中旬に住所地へ郵送します︒

国民健康保険被保険者証

保険料のお知らせ
平成 年度の保険料決定通知は
８月中旬に発送予定です︒すでに年
金から差し引き︵仮徴収︶させてい
ただいている人についても改めて通
知します︒
ただし︑今年６月以降に後期高齢
者医療制度に加入した人については︑
通知を９月以降に発送します︒
また︑医療費や現役世代との人数
のバランスなどを考慮し︑保険料率
を以下のとおり改定します︒

持ち物

保険料率（平成28・29年度）
年度

26・27年度

28・29年度

①均等割額

38,500円

39,500円

前年中の
前年中の
※
基準総所得金額※
基準総所得金額
②所得割額
×7.57％
×7.85％
賦課限度額

57万円

57万円

・１年間の保険料は①＋②の合計額になります。
・合計額が賦課限度額を超える場合は、賦課限
度額が年間の保険料額になります。
※基準総所得金額＝総所得−基礎控除33万円

むし歯を予防するには？
し こう

平成 年度に熱海市は︑フッ化
物を使ったむし歯予防を始めました︒
フッ化物には歯の表面を補強してむ
し歯菌の出す酸から歯を守る効果や︑
歯の再石灰化︵自己治癒力︶を高め
る効果があります︒フッ化物を使っ
たむし歯予防は︑歯ブラシなどで歯
に直接塗る︑またはブクブクうがい
により歯全体に行き渡らせる方法が
あります︒永久歯が生え揃うまで続
けることが重要なので︑熱海市では
１歳６カ月児から中学生まで︑下表
のような方法でフッ化物を使ったむ
し歯予防を行っています︒

フッ化物を使ったむし歯予防策

口の中を殺菌・浄化する作用があり︑
むし歯菌の出す酸を中和する働きも
あります︒噛みごたえのある物を食
事に取り入れる工夫も必要です︒

むし歯から
子どもの歯を守ろう

熱海ではむし歯になる子が
とても多い時代がありました

10

自宅で
フッ化物洗口※

幼稚園・保育園で
フッ化物洗口

市の乳幼児健診で
フッ化物塗布

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

10

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

中学生

小学生

5歳

4歳

3歳

2歳6カ月

2歳

1歳6カ月

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

年以上前の話になります︒当時
の熱海市では︑子どもたちのむし歯
の多さに悩んでいました︒
平成 年の記録によると︑３歳児
の５人に２人はむし歯があり︑中に
は乳歯の半分以上がむし歯になって
いる子もいました︒これは︑静岡県
内の他市町の子どもたちと比べても
むし歯が多い状態でした︒
乳歯のむし歯は︑その後生え変わ
る永久歯に悪影響を及ぼします︒さ
らに︑歯をきれいにする習慣を子ど
もの頃から身に付けておかないと︑
将来歯を失い︑自分の歯で食べるこ
とができなくなるだけでなく︑身体
の健康が保てなくなる恐れがありま
す︒子どものむし歯はそれだけ大き
な健康問題といえます︒

むし歯は︑歯垢の中に含まれるむ
し歯菌が出す酸によって歯︵エナメ
ル質︶が溶かされることで作られま
す︒
むし歯予防の３つのポイント
①歯垢の溜まりやすいところを重点
的に丁寧にみがく
②歯に付きやすい甘い物やだらだら
食いを控える
③フッ化物を上手に使って︑むし歯
菌の出す酸に負けない強い歯をつ
くる
むし歯菌の住みかとなっている歯
垢や餌となる食べ物の残りかすを︑
口の中から除去するためには︑食後
の歯みがきは欠かせません︒歯と歯
の隙間や歯茎と頬の間の溝などに溜
まった残りかすも除去しましょう︒
また︑しっかり噛んで唾液をたく
さん出すことも大切です︒唾液には

15

健康 づくり

※小・中学生のフッ化物洗口は平成25年度より開始

熱海市の小・中学生はフッ化物洗口剤と専用容器が無料です！
(熱海市歯科医師会所属の歯科医院にて配布しています)

45.0

熱海市は静岡県全体より高い
有病率が続いていました

40.0
フッ化物塗布を始めて２年
初めて有病率が静岡県より
下回りました

35.0
30.0
％

平成10年度と比べ
有病率が半分以下に
まで減少しました！

25.0
20.0
15.0

フッ化物塗布開始

10.0
5.0
0.0

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

年度

静岡県 31.9 29.9 27.6 26.3 25.0 24.1 22.2 20.9 21.6 19.8 18.1 18.6 15.9 14.7 13.9 13.2
熱海市 41.7 30.0 34.4 34.1 37.1 27.9 27.2 19.0 16.7 21.7 17.5 20.0 16.7 22.2 14.0 20.4

３歳児

むし歯有病率

ティア「ファイトママ」を募集しています。
活動日

ぴよぴよ教室

午前10時〜正午

※４・６・８・10・12・２月の第３金曜日
場

所

いきいきプラザ４階

内

容

赤ちゃん（４カ月児）の託児

申し込み・問い合わせ

15
11

健康づくり室

上のグラフは︑熱海市の３歳児と
静岡県全体の３歳児のむし歯有病率
を比較したものです︒フッ化物利用
開始前︵平成 年度以前︶から平成
年度にかけて︑むし歯になる３歳
児がほぼ半数以下にまで減ったこと
が分かります︒特に平成 年度に
フッ化物利用を開始してからは県の
有病率を下回る年もあり︑フッ化物
の効果がうかがえる結果が得られま
した︒

育児学級「ぴよぴよ教室」で活躍する、託児ボラン

14

15

まだまだ熱海市ではむし歯になる子
どもたちが多いのが現状です︒食べ
ることはすなわち生きることであり︑
それを支えているのは歯です︒特に
永久歯は代替えがききません︒ 歳
になっても 本以上の歯を保とうと
いう﹁８０２０︵ハチ・マル・ニ
イ・マル︶﹂運動が行われています
が︑この運動には生涯自分の歯で食
べる楽しみを味わえるようにという
願いが込められています︒
生涯に渡っておいしく食べ︑笑い︑
生活を楽しめるように︑子どもの頃
から歯を大切にしていきましょう！

熱海市では４カ月の赤ちゃんとお母さんの集まる

子どもの頃から８０２０を
目指しましょう！

昔と比べ半数以下になったとはい
え︑静岡県全体の状況と比較しても

「ファイトママ（託児ボランティア）」募集!!

25

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

20

80

水道・温泉メーター取り替え

普通救命講習の受講者を
募集します

水道温泉課工務施設室
☎0557(86)6506

すみれ相談のお知らせ
静岡県精神保健福祉センター
☎054(286)9245

すみれ相談では、かけがえのな
い大切な人を突然自死で亡くし、
つらい思いをしている人のお話し
を精神保健福祉センターの職員が
伺います。
ひとりで悩まず、ぜひ、ご相談
ください。相談料は無料で、予約
が必要です。
日時：７月20日(水)
午後１時〜４時
場所：熱海健康福祉センター
（熱海総合庁舎１階）
申込方法：電話でお申し込みくだ
さい。
＊詳細はお問い合わせください。

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：７月３日(日)
場所：市役所第１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：30人(先着)
※申込方法・期限など詳細はお問
い合わせください。

男
女

口

37,955 人
17,163 人
20,792 人

走行中のバス車内での事故防
止を図るため、７月１日〜31日
の期間「車内事故防止キャンペー
ン」を実施します。
走行中に席を離れると、転倒な
ど思わぬけがをする場合がありま
す。バスを降りる際には、停留所
に着いて扉が開いてから席を立つ
ようにしましょう。
また、やむを得ず急ブレーキを
かける場合がありますので、お立
ちになって利用する場合には、吊
革や握り棒にしっかりおつかまり
ください。
皆さんのご協力をお願いします。

♪夏の図書館へ行こう♪
読書感想画教室

日時：７月29日(金)
午前９時〜午後３時
（昼食休憩１時間）

親子手作り絵本教室

日時：７月28日(木)午前９時30分
〜午後３時（昼食休憩１時間）
８月４日( 木 ) 午前９時30分
〜正午
※２日間の参加が必要です
定員：各小学生20人（手作り絵本教室は、１〜３年生は保護者同伴）
場所：図書館５階会議室
申込期間：７月２日(土)〜24日(日)
申込方法：図書館へ電話・ＦＡＸ・窓口にてお申し込みください。

あたみ図書館くらぶ 夏休みオープン企画

〜夏休みの自由研究、何にする？大ヒントをブックトークで見つけよう〜

日時：７月23日(土)午前10時30分〜11時30分
場所：図書館５階会議室
対象：小学生（図書館の貸出カードを持参） ※申込不要

夏休み課題図書・推せん図書コーナーを開設

期間：７月１日(金)〜８月31日(水)
場所：図書館５階児童室 特集コーナー
※１人１冊１週間までの貸し出しとさせていただきます。

申し込み・問い合わせ 図書館☎0557(86)6591 ＦＡＸ0557(86)6593

４月末の人口
人

静岡運輸支局静岡県バス協会
☎054(255)9281

消防署救急係☎0557(86)6605

各家庭に設置している水道メー
ターは、計量法で検定有効期限が
８年と定められています。
平成29年２月末までに、熱海
市が「熱海市指定給水装置工事事
業者」に業務を委託して、有効期
限満了に近づいている水道メー
ターの取り替えを行います。
取り替え作業中、断水などのご
迷惑をお掛けしますがご協力をお
願いします。
◇作業従事者は、名札・腕章を着
用します。
◇取り替え作業が完了したら、取
り替え従事者を記入した通知をポ
ストなどに入れておきます。
◇費用の負担はありません。
◇市営温泉の温泉メーターについ
ても、同様の作業となります。
※詳細は電話または市ホームペー
ジにてご確認ください。

統計情報

バスの車内事故防止について

世帯数
21,373 世帯
人口前月比
28 人増

４月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,640
約 311
約1,951
104.8

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,713 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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児童手当の現況届
子育て支援室☎0557(86)6351

児童手当を受給している全ての
人は、現況届の提出が必要です。
この届けは前年の所得や６月１
日現在の状況を確認し、６月以降
引き続き手当を受けられるかどう
かを審査するためのものです。
現況届は児童手当受給者へ５月
下旬に送付していますので確認の
うえ提出をお願いします。書類が
未提出の場合は手当が支給されま
せん。必ず手続きをしてください。

平成28年度静岡県下水道排水
設備工事責任技術者試験
下水道課経営企画室☎0557(86)6523

県内で公共下水道に接続する排
水設備工事を行う工事店には、下
水道排水設備工事責任技術者の専
属が義務付けられています。責任
技術者の資格を取得したい人は下
記により受験してください。
願書配布：７月１日(金)から熱海
市下水道課にて配布
受験資格：20歳以上で学歴に応
じた実務経験を有する者
申込期間：７月19日(火)
〜29日(金)
試験日：10月19日(水)
受験手数料：4,000円
場所：静岡商工会議所静岡事務所
会館（静岡市葵区黒金町20−8）
※試験に関する講習会もあります。
詳細は静岡県下水道協会☎054
(251)2870、または熱海市下水
道課までお問い合わせください。

児童扶養手当の手当額の改定
子育て支援室☎0557(86)6351

児童扶養手当の手当額が平成
28年４月分から改定されました。
全部支給額：
月額42,000円→42,330円
一部支給額：
月額41,990円〜9,910円→
42,320円〜9,990円
支払額が変更されるのは、８月
10日支払い分（４月分〜７月分）
からとなります。

平成28年度狩猟免許試験
静岡県東部農林事務所
☎055(920)2169

鳥獣保護法に基づく狩猟免許
試験を実施します。なお、必修で
はありませんが、予備講習会を実
施します。
日時：８月28日(日)午前９時〜
場所：静岡県東部総合庁舎（沼津
市高島本町１−３）
免許の種類：網猟、わな猟、第
１種・第２種銃猟
申請手数料：5,200円
申込期間：６月27日(月)
〜７月29日(金)
◆狩猟免許試験予備講習会
日時：７月18日(月祝)
午前９時50分〜午後４時
場所：静岡労政会館（静岡市葵区
黒金町5−1）
申込期限：６月30日(木)
受講料：7,500円
＊予備講習会については、田方猟
友会事務局☎055(924)7706まで
お問い合わせください。

日曜朝市
夏休み抽選会を開催します
農林水産室☎0557(86)6215

毎月第２・第４日曜日に開催さ
れている日曜朝市では、各店舗で
の購入金額に応じて配布する抽選
券による夏休み抽選会を行います。
また、当日は家族向けに無料で
ヨーヨー釣りやスーパーボールす
くいも行います。
日時：７月24日(日)
午前７時〜11時
場所：渚小公園
＊荒天などにより中止になった場
合、抽選会は８月14日(日)に延
期します。
＊抽選会は、景品がなくなり次第
終了します。

市営住宅(抽選住宅)入居者募集
建築住宅室☎0557(86)6423

市営住宅の入居申込受付と抽選
会を行います。
対象住宅：○林ヶ久保市営住宅、
〇笹良ヶ台市営住宅、○小嵐市営
住宅※小嵐市営住宅のみ単身可
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)、単身申込は、60歳以上で
市内在住または在勤者です。
そのほか要件がありますのでお
問い合わせください。
申込期間：６月20日(月)
〜７月12日(火)
抽選会日：７月20日(水)
申込方法：印鑑を持参のうえ、
窓口でお申し込みください。

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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おでかけバス

熱海市長

齊藤

栄

14
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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

101

５月 日から︑﹁熱海市おでかけバ
ス﹂がスタートしました︒定期路線のバ
ス停から遠い︑和田木地区︑中野地区︑
桃山・伊豆山地区に住む高齢者などの皆
さんに︑市役所までを結ぶマイクロバス
を週１回運行し︑外出機会と外出手段を
提供するものです︒対象者であれば︑月
５００円で利用できます︒往復の利用は
もちろん︑往路のみ︑復路のみの利用も
できます︒
運行初日の和田木地区と︑翌日の桃
山・伊豆山地区のバスに同乗しました︒
当日は天気が良く︑会話も弾み︑車内は
まるで﹁遠足へ向かうバス﹂のように明
るかったのが印象的でした︒外出の目的
は買物︑通院︑行事への参加などさまざ
まだと思いますが︑﹁今日はおでかけバ
スの出る日だから︑街に出ましょう﹂と
誘いあわせてもらえたらいいなと感じま
した︒地区を巡回した後︑終点の熱海市
役所前に到着すると︑皆さんが笑顔で下
車され︑それぞれの目的地へと向かわれ
ました︒﹁楽しみが一つ増えた﹂と言っ
てくださる方もいました︒
この事業は始まったばかりで︑３地区
とも利用登録者数はバスの定員の半数程
度しか集まっていません︒今後は︑外出
したいなと思っていただくためのアク
ティビティ︵活動︶などを提案していき
たいと思います︒ご近所の方など︑対象
なのにまだ利用していないという方が周
りにいらっしゃいましたら︑ぜひお声が
けいただき︑ご活用いただければと思い
ます︒これからも利用者の皆さんの要望
をお聞きしながら︑より良いものにして
まいります︒
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身体を動かすのって楽しいね♪
５月20日、桃山小学校では元オリンピック水泳選手の伊藤華
英さんを招きました。「夢は自分を強くする」という題の講演
に先立って行われた身体を動かす夢先生の授業では、仲間と協
力して努力することの大切さを楽しみながら学びました。

親子食育体験ツアー開催!!
５月21日、８家族17人の親子が参加し、
しいたけ狩りや田植えを体験。市内唯一の
しいたけ農園では、原木から子どもたちが
しいたけを力いっぱい引き抜く姿が見られ
ました。また、一列になり青々とした苗を
植える様子は爽快でした。

突然のけがや病気に備えて・・・
５月18日、普通救命講習が開催され、27人の受講者が心肺蘇
生法やＡＥＤの取り扱いを学び、普通救命講習受講者証を取得
しました。「職場や家庭でいざという時に生かしたい」という、
力強い声が聞かれました。

7 月 July

1㈮

各種相談日

施設休業日

心

マークの説明

2㈯

◆パパママクラス（いきいきプラザ）10：00〜12：00
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

■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

3㈰
4㈪

宮川マス釣り大会（下多賀宮川）8：00〜12：00

■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
■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

７月のブックバスかもめ号
ステーション
実施日
５日㈫ 網代小学校
19日㈫ 大縄公園
海光園
６日㈬ スルガケアサービス
20日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
７日㈭
泉支所
21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
１日㈮
七尾団地集会場
15日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
12日㈫
第二小学校
26日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
13日㈬ 第一小学校
27日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
14日㈭
多賀中学校正面玄関前
28日㈭
８日㈮ 熱海中学校
22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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消身

5㈫

6㈬
7㈭

図

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
●熱海子育て支援センター「みんなで山車を作ろう」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
●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
行

起

法

マ

8㈮

●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

9㈯

津島神社例大祭（中野地区）※10日まで
海水浴場開設（各海水浴場）※８月28日まで
日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
南熱海ケイキフラフェスティバル（長浜海浜公園）
●朗読会（図書館）13：30〜14：30

10 ㈰
11 ㈪

人消
知精
ぷ

図

12 ㈫
13 ㈬

交

●にこにこサロン「ゆずります」
（親子ふれあいサロン）9：30〜12：00

起

14 ㈭

法

来宮神社例大祭（来宮神社）※16日まで

マ

15 ㈮

熱海こがし祭り山車コンクール（お宮緑地国道135号）
※16日まで

16 ㈯
17 ㈰
18 ㈪

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00
初木神社例大祭（初島）※18日まで
海の日

19 ㈫

建

阿治古神社例大祭（網代地区）※21日まで
◆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

20 ㈬

行

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15

図

起

網代ベイフェスティバル（網代港埋立地）17：30〜21：00
◆両親学級①（いきいきプラザ）13：30〜16：15

21 ㈭
22 ㈮
23 ㈯

日曜朝市・夏休み抽選会（渚小公園）7：00〜11：00
マリンフェスタ・アタミ2016（渚親水公園）10：00〜15：00
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

24 ㈰
25 ㈪

人消
障何

26 ㈫
27 ㈬
28 ㈭

図

◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00
法

釣

起

多賀神社例大祭（上多賀地区）※29日まで
◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

29 ㈮

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
●にこにこサロン「親子体操」
（親子ふれあいサロン）10：30〜11：00

30 ㈯

伊豆湯河原温泉サンバカーニバル&花火大会（泉公園）
19：00〜21：00

31 ㈰
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。

図
釣

熱海サンビーチ

ウォ〜タ〜パ〜ク

海上の巨大アスレチック

７月23日
（ 土）〜８月28日
（日）

７月９日(土)海開き！

(熱海サンビーチ・長浜海水浴場・網代温泉海水浴場)

問い合わせ

公園緑地室☎0557(86)6218

利用料金

利用時間

●大人（高校生以上） １時間１,５００円
●子供（中学生以下） １時間１,０００円
＊小学生未満は不可。（小学３年生以下は保護者同伴）
＜市民５００円引き＞

10：00〜16：00 （15：30受付終了）
プレイ時間【入替制】＊入替・休憩時間を含む
①10：00〜11：00 ④13：00〜14：00
②11：00〜12：00 ⑤14：00〜15：00
③12：00〜13：00 ⑥15：00〜16：00
＊天候により入場制限があります。

＊市民を証明できる物をご提示ください。

お子さんやファミリーにやさしいキッズエリアを設置しました！
熱海サンビーチのムーンテラス側の一部（キッズラグーン周辺）に、エリア内での飲酒および入れ墨・
タトゥーの露出を禁止するキッズエリアを設置します。小さいお子さんをお持ちの人でも安心です。ファ
ミリーで海水浴をお楽しみください。 設置期間 ７月９日（土）
〜８月28日（日）
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

６月30日（木）
■市民税・県民税
第１期
■別荘等所有税
第１期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第２期
【介護保険室】☎0557(86)6282
納付には、便利な口座振替をご利用ください。
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