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◆今月の主な内容◆
あなたの家は大丈夫！？ ・・・・・・・・・・・・・・・２
まちが一体となる合言葉「意外と熱海」
・・・・４
学級自慢（第一小・第二小）・・・・・・・・・・・・・・６

花火ちゃんとできるよ！
６月８日、MOA保育園で消防職員による
花火教室が行われました。園児たちは、火の
扱いに少し緊張気味で、花火を見つめる目は、
まさに真剣そのもの！花火をする時のお約束
ごとしっかり覚えましたね。

非木造住宅（戸建て）の耐震化
対象

昭和56年５月31日以前に建築された既存非木造住宅（戸建て）

１

耐震診断

２

耐震補強計画

注）①・②いずれも基準額と
事業費を比較して、少ない額
の2/3以内

補助金額８万９千円（基準額13万４千円）

＜申し込み・問い合わせ＞
建築住宅室☎0557(86)6426

補助金額120万円（基準額180万円）

マンションの耐震化
対象

昭和56年５月31日以前に建築された既存非木造マンション

１

耐震診断

２

耐震補強計画

注）①・②いずれも基準額と
事業費を比較して、少ない額
の2/3以内

補助限度額200万円
（床面積1,610㎡以上は限度額）

＜申し込み・問い合わせ＞
建築住宅室☎0557(86)6426

補助額200万円〜720万円
（基準額300万円〜1,080万円）

あなたの

家は

大丈夫!?

４月の熊本地震では、住宅が倒壊・損傷し、多くの被害
が発生しました。
大地震に備えて、耐震化支援制度などを活用し、安全・
安心な「住まい」づくりをしましょう！
ブロック塀の撤去・改修に対する補助金
問い合わせ 建築住宅室☎0557(86)6426

●撤去事業
対象：市内全域
補助額：経費の1/2以内（限度額10万円）
●改善事業
対象：県地震対策推進条例に規定される緊急輸送
路、避難地などに面するもの
補助額：経費の1/2以内（施工箇所１カ所当たりブ
ロック塀などの長さ１ｍにつき38,400円
以内で、かつ１敷地につき限度額25万円)

こんなにお得!!「税金の控除」
耐震補強工事を行うと、所得税の控除・固定
資産税の減額を受けることができます。
詳しくは、お問い合わせください。
●所得税
基準額の10％控除（限度額25万円）
●固定資産税
税額の1/2減額（１年間）
「所得税」
「固定資産税」

熱海税務署☎0557(81)3515
資産税室☎0557(86)6149
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木造住宅の耐震化
対象

昭和56年５月31日以前に建築された既存木造住宅

１

耐震診断（無料）

２

〜わが家の専門家診断事業〜

静岡県耐震診断補強相談士を派遣し、耐震診断を行います。

耐震補強計画

〜熱海市既存建築耐震性向上事業〜

耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のものを、補強後1.0以上に（かつ
＋0.3）上げる耐震補強計画の策定に補助をします。
補助金額
◆一般世帯

費用の2/３以内
図面がある場合 上限９万６千円／戸※
図面がない場合 上限17万９千円／戸
※耐震診断を受けていない場合、６千円プラス
◆高齢者のみ世帯
上限まで自己負担なし
図面がある場合 上限14万４千円／戸※
図面がない場合 上限26万９千円／戸
※耐震診断を受けていない場合、１万円プラス

３

耐震補強工事

〜熱海市木造住宅補強助成事業〜

耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のものを、補強後1.0以上に（かつ
＋0.3）上げる耐震補強工事に補助をします。
補助金額

耐震評定

◆一般世帯
◆高齢者のみ世帯等

上限60万円
上限80万円

木造住宅の耐震性を示す点数で、地震による倒壊を防ぐためには、
1.0以上とする必要があります。
＜申し込み・問い合わせ＞

建築住宅室☎0557(86)6426

大地震に備え、家具を固定しましょう!!
過去の地震では、家具の転倒などにより多くの死傷者がでました。地震による被害を少しでも減ら
すことを目的に、タンス・食器棚など家具の転倒を防ぐため、家具を固定する費用を補助します。
毎年、４月から６月頃、自主防災会や民生委員を通じて、希望者の募集をしています。
補助対象 木造住宅にお住まいの市民
取付費用 無料
取付内容 寝室・居間・台所など
※家具と壁を直接固定するために、穴が開く可能性があります。
問い合わせ
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危機管理室☎0557(86)6443

熱海市は平成25年度から３年間かけて、平成27年度宿泊客数300万人を目標とし
て、観光ブランドプロモーション『意外と熱海』を㈱JTB中部に委託し展開してき
ました。
本事業は、四季ごとのテーマを決めて、統一感をもって情報発信したり、計画的で効果
的な媒体を活用したりするなど、熱海の本来の魅力をわかりやすく伝え、市外の人に「熱
海を訪れたい」と感じてもらうための取り組みです。
今回の特集では、これまでの取り組みと平成28年度から引き続き３年間推進する観光
ブランドプロモーション『意外と熱海』についてご紹介します。
問い合わせ 観光推進室☎0557(86)6195

まちの魅力を地域でつむぐ

素材を編集する際には︑人と人︑
あるいは素材と素材が結びつくこと
により︑﹁まちの魅力﹂がつむがれ
ます︒この事業では︑一貫して﹁ま
ちの魅力﹂を押し出す支援を行なっ
てきました︒
例えば︑熱海には飲食団体が３つ
あり︑それぞれが活発に活動してい
ますが統一してキャンペーンするこ
とが久しくありませんでした︒そこ
で旅館ホテルの食事にはなく︑流通
がある程度安定している﹁鯵﹂に注
目し３団体共通のキャンペーン﹁意
外と秋鯵﹂を平成 年秋に実施し
ました︒これを利用し︑夕食をまち
で食べる旅行商品もつくられ︑まち
へ出るきっかけとなりました︒
また︑旅行会社や交通事業者︑観
光施設とコラボレーション︵協働︶
し︑熱海発見クーポンも生まれまし
た︒
このクーポンは︑二次交通﹁湯〜
遊〜バス﹂を活用し︑お得な価格で
観光施設を巡ることができるという
もので︑首都圏から来る女性グルー
プのお客様をターゲットとして作成
されました︒当初は販売が伸びませ
んでしたが︑旅館組合︑商工会議所
などまちの支援もあり︑平成 年春
からは販売が急増しています︒
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観光素材を
﹁意外と熱海﹂の視点で
編集・発信
熱海は全国的な知名度はあるもの
の︑温泉以外の魅力を発信できてい
ないという課題を抱えていました︒
一方で︑若い人からは︑地元の人か
ら評価されていない素材が﹁意外と
よかった﹂という感想も耳にしてい
ました︒
そこで︑従来のイメージがある熟
年層には﹁再発見﹂を︑旅行経験の
ない若者層には﹁新発見﹂をしても
らおうと︑地元のお薦めを﹁意外と
いいんだよ﹂という視点で発信して
いくこととしました︒それが熱海市
観光ブランドプロモーション﹃意外
と熱海﹄です︒
まちの関係者が集まる﹁熱海コン
テンツ会議﹂を開催し︑これまでバ
ラバラに発信してきた素材を四季ご
とのテーマで編集し︑セールスポイ
ントを作成したほか︑熱海の魅力を
物語風に編集した﹁意外と熱海ブラ
ンドブック﹂を作成しました︒
これらの取り組みにより︑市外の
人に熱海の魅力をよりわかりやすく
情報発信ができるようになり︑旅行
会社のパンフレットやホームページ
などにも統一テーマで販売してもら
うことができるようになりました︒
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意外と熱海ブランドブック
意外と秋鯵
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まちが一体となる合言葉
『意外と熱海』
〜熱海市観光ブランドプロモーション〜

30

20 14

https://www.facebook.com/igaitoatami

『意外と熱海フェイスブック』では、
旬の意外と熱海な情報を
発信しています!!
ご友人やお知り合いに、
オススメしてみては
いかがでしょうか。

ニューの開発や︑夜の賑わいを創出
するため観光客が外出し︑お店に入
りやすくする仕組みづくりなど︑な
お一層熱海のまちが一丸となり取り
組む必要があります︒観光地として
まち全体が一体となることで更に熱
海の魅力に磨きがかかり価値が高
まっていきます︒
お客様も住んでいる人も﹁やっぱ
り熱海がいいね﹂が合言葉となるよ
うに︑熱海のいいところをもっと
知ってもらい︑何度も訪れてもらえ
るような︑熱海の魅力﹁意外と熱
海﹂をみなさんも発見していきませ
んか︒

意外と熱海 〜Facebook〜

熱海の特徴である﹁レトロ﹂﹁路
地 ﹂を ︑
﹁喫茶﹂
﹁ ス イ ーツ ﹂と 組 み
合わせて︑女性が好む素材を地域で
つくる活動も実施しました︒
これにより生まれたレトロな地図
が︑道草さんぽシリーズの﹁意外と
喫茶﹂﹁意外とスイーツ﹂です︒
旅館やホテルの女将さんが︑子ど
もの頃から通うお店や︑好きなお菓
子︑旅館で出すお菓子など︑お薦め
する喫茶店やお菓子を掲載していま
す︒
お客様がまちに触れ合う機会を増
やすだけでなく︑まちの力をまちの
人が再発見してつむぐ︑﹁観光まち
づくり﹂が始まっています︒
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これからの３年間
平 成 年 度 から３ 年 間 取 り 組ん
できた 観 光 ブランドプロモーション
は︑ロケ支援﹁ＡＤさん︑いらっしゃ
い！﹂な どと 併 せて︑市 民の皆 さん
が主役となり市内外に情報発信して
きました︒これらが功を奏して平成
年度の宿泊客数は 年ぶりに３０
０万人を突破し︑ 代から 代の
お客様が増えました︒引き続き︑平
成 年度から３年間︑㈱ＪＴＢ中部
に事業委託しています︒
これからの３年間は︑女性グルー
プやカップルの食事への満足度を
アップするため飲食店の魅力あるメ

5

27

28

意外とスイーツ
意外と喫茶

市内の小学校 5 年生を紹介する人気コーナー

熱海市立第一小学校

５年海組

人

23

担任

おか

べ

岡部

やす

こ

靖子

先生

熱海市立第一小学校

５年空組

人

23

担任

かた ぎり

片桐

ゆう すけ

優介

先生
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熱海市立第二小学校

５年１組

人

23

担任

かわ にし

川西

み

き

美希

先生

熱海市立第二小学校

５年２組

人

22

担任

お

がわ

小川

さち

こ

幸子

先生
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皆さんの健康づくりを

応援する教室

○アクティブシニアの脳活セミナー
認知症の原因や予防方法を学びま
す︒タッチパネル式の認知症テスト
も実施します︒
日時 ８月 日︑９月６日︑ 日︑
月 日︑ 月 日
︵いずれも火曜日︶
午後１時 分〜３時
９月６日のみ午前 時〜
※
午 後３時︵ 予 約 制一人 約 分 ︶
場所 南熱海支所
対象者
歳以上の人
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ８月 日︵月︶

18 30
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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

○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︒
日時 ８月 日︑９月２日︑９日︑
日︑ 日
︵毎週金曜日︶
午後１時 分〜３時 分
場所 泉公民館
対象者
歳以上の人
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ８月 日︵木︶

15

熱中症にご用心！
一声掛け合って熱中症予防

〜声を掛け合って熱中症を防ぎましょう〜

７月に入り︑夏も本番︒これから
ますます気温が高くなり︑熱中症に
なる危険性も高まります︒
熱海市は高齢者の一人暮らしや高
齢者のみの世帯が多く︑熱中症の危
険が高くなっても気が付かないこと
が多いです︒熱中症から身を守るに
はどうしたら良いか考えましょう︒

自分の健康だけでなく︑あなたの
周りにいる人の様子も気にしてみま
しょう︒
﹁今日も暑いね︒お水︑飲んでい
る？﹂︑﹁お部屋の中は暑くなって
いませんか？﹂︑﹁体調はどう？ご
飯は食べられている？変わりはな
い？﹂など︑友人や家族だけでな
く︑近所の人にもあいさつ代わりに
声を掛けてみましょう︒
相手のことを気遣い︑互いの体調
を注意しあうことで熱中症を予防し
て︑暑い夏を乗り切りましょう︒

20

30

10

30

熱中症を防ぐには

高齢者の場合︑暑さを感じにくく
なるため︑熱中症を引き起こす﹁環
境﹂に気付きにくくなります︒窓を
開ける︑扇風機やクーラーを使用す
るなどして︑室温を下げるようにし
ましょう︒
また︑のどの渇きも感じにくくな
るなど︑﹁身体﹂の変化にも気付き
にくくなります︒運動や外出時だけ
でなく︑汗をかきやすい入浴前や寝
る前の﹁一杯の水﹂が大切です︒
汗をかいているのに︑厚手の長袖
長ズボン︑下着を重ね着している人
がたまに見られます︒見かけたら︑
風通しの良い服装に着替えるようお
勧めしてください︒
熱中症は﹁部屋を涼しくする﹂
﹁水分をこまめに取る﹂﹁充分な休
養やバランスが取れた食事﹂などの
心がけで防ぐことができます︒環
境・身体・行動の３点に気を配り︑
熱中症を防ぎましょう︒
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30

22

30

熱中症を引き起こす条件は︑気温
や湿度が高いなどの﹁環境﹂︑運動
で身体に多くの熱が生じるなどの
﹁身体﹂︑水分補給ができないなど
の﹁行動﹂が考えられます︒

熱中症

20

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

環境

26

23

18

行動
身体

16
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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

健康 づくり

肝炎ウイルス検診のすすめ

げんきひろめ隊養成講座

脳活性化（コグニサイズ）講演会
「コグニサイズ」とは、国立長寿医療研究セ
ンターが開発した、有酸素運動と認知課題を組
み合わせた新しい形の認知症予防のエクササイ
ズです。コグニサイズを実行した多くの人の記
憶力が回復したという実績もあります。
今回の講演会では、講話だけでなく実際に身
体を動かす体験も行います。動きやすい服装で
ご参加ください。なお、駐車場の数に限りがあ
りますので、公共交通機関をご利用ください。
日

時

場
講

所
師

参 加 費
持 ち 物
定
員
申込開始

15
9

９月５日（月）
午後１時30分〜３時
南熱海マリンホール
国立長寿医療研究センター
まきさこ
ひゅ う ま
牧迫 飛雄馬 氏
無料
室内シューズ、
飲み物、タオル
100人（先着順）
８月２日（火）

参加者募集
熱海市独自の「湯楽ＹＯＵ楽（ゆらゆら）体
操」を広めるボランティアを養成します。講
座修了後には、湯楽ＹＯＵ楽体操を普及さ
せ、地域の人の元気を支える「げんきひろめ
隊」として活動してもらいます。
興味がある人ならば、年齢や性別を問い
ません。いつまでも元気で熱海の街を歩ける
身体をつくりましょう。

８月25日（木）、９月１日（木）、
８日（木）、12日（月）
午後１時30分〜３時30分
場
所 いきいきプラザ２階
内
容 講話・実習
対
象 げんきひろめ隊として活動できる人
（年齢制限なし）
定
員 20人（応募者多数の場合抽選）
申込期限 ８月18日（木）
日

時

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

朗報！

肝炎ウイルスの怖さ

進歩をとげる肝炎治療

かつて肝炎は治療が難しい場合が
多かったのですが︑現在は治療技術
が進歩しています︒まだ検査を受け
たことがない人は︑まずはこの機会
にぜひ検診を受けてください︒

認知症予防のための

肝炎ウイルス検診実施中！

数あるがんの中でも︑肝臓がんは
年間死亡者数の第４位です︒肝臓を
悪くする原因としてお酒の飲みすぎ
を挙げる人も多いかと思います︒し
かし︑アルコールは肝臓がんの原因
の５％ほどしかなく︑主な原因は肝
炎ウイルス︵Ｂ型・Ｃ型︶です︒
肝炎ウイルスに感染すると︑最終
的に肝臓がんを引き起こすこともあ
ります︒

肝炎ウイルスに感染しているかど
うかは︑血液検査でしかわかりませ
ん︒検査は保健所や医療機関などで
も受けられますが︑現在熱海市では︑
血液検査による肝炎ウイルス検診を
７月末まで実施しています︒
市民健診の受診券︵水色部分︶の
﹁受診の可否﹂欄に﹁○﹂が印字さ
れている人は︑肝炎ウイルス検診が
無料です︒﹁対象外同封文書確認﹂
と書かれている人も︑この検診を受
けたことがない人は７９０円で受け
ることができます︒

肝炎ウイルスに感染

肝炎

肝硬変

肝臓がん

※感染した人全てがこのように進行するわけ
ではありません。

初級陶芸コース受講者募集

〜８月21日「県民の日」入館料割引きのお知らせ〜

姫の沢自然の家☎0557(83)5301

姫の沢自然の家では、初級陶芸
コースに参加する受講者を募集し
ます。
期間：９月〜平成29年１月
（第１・３土曜日全９回）
時間：午前10 時〜午後４時
場所：姫の沢公園内陶芸センター
対象者：18歳以上の人
定員：16人（先着順）
受講料：4,500円（９回分）
＊その他制作費として、100グラ
ムあたり240円かかります。
（抹茶碗を制作して1,200円程度）
申込方法：電話でお申し込みくだ
さい。
申込期間：８月１日(月)〜10日(水)
午前９時〜午後４時
＊詳細はお問い合わせください。

明治９年８月21日に静岡県と浜松県が合併し、現在の静岡県が
誕生したことを記念して、静岡県では８月21日を「県民の日」に
制定し、各種イベントを開催しています。熱海市でも、この日を記
念して下記のとおり各施設の入館料の割引を実施します。

入館割引は静岡県民のみだよ！
この機会に、ぜひ利用してね！
日時：８月21日(日) 各施設の開館時間内
場所・問い合わせ：起雲閣 ☎0557(86)3101
(館内喫茶室「やすらぎ」のドリンク割引券付き)
澤田政廣記念美術館 ☎0557(81)9211
池田満寿夫・佐藤陽子 創作の家 ☎0557(81)3258
池田満寿夫記念館 ☎0557(68)3258
その他：県民であることが確認できるもの（運転免許証、住民基本
台帳カード、市民施設利用証など）を必ず提示してください。

夏休み親子デッサン教室を
開催します

〜自衛官を募集します〜

澤田政廣記念美術館☎0557(81)9211

夏休みの特別企画として、親子
を対象としたデッサン教室を開催
します。澤田政廣の作品をデッサ
ンできる貴重な機会です。多くの
ご参加をお待ちしています。
日時：８月２日(火)・３日(水)
午前９時〜11時
場所：澤田政廣記念美術館
定員：1日10組（先着順）
参加料：入館料が必要。大人320
円、中高生210円、小学生は無料
※市民割引有り
申込方法：電話でお申し込みくだ
さい。
申込期限：７月27日(水)※月曜休館
持ち物：スケッチブック、鉛筆
ピクニックシート、画板（お持ち
の人のみ）
＊詳細はお問い合わせください。

統計情報

○一般曹候補生・自衛官候補生（男子、女子）
自衛隊の約71種類からなるいずれかの仕事につき、それぞれに
応じた国家免許取得のチャンスがあります。
資
格：18歳から26歳までの人（平成29年４月１日現在）
試 験 日：一般曹候補生 ９月16日(金)・17日(土)のいずれか１日
自衛官候補生（男子）９月16日(金)以降
自衛官候補生（女子）９月23日(金)〜27日(火)のうち１日
申込期限：９月８日(木)
○航空学生
海上・航空自衛隊の幹部パイロットを６年間で養成するコースで
す。約３年後には事業用操縦士の国家資格が取得可能です。
資 格：18歳から20歳までの高校卒業または卒業見込みの人
(平成29年４月１日現在）
試験日：９月22日(木祝) 申込期限：９月８日(木)

【問い合わせ】自衛隊伊東地域事務所 ☎0557(37)9632
＊詳しくは、インターネットで「静岡地本」を検索してください。

５月末の人口
人

男
女

口

37,880 人
17,131 人
20,749 人

世帯数
21,343 世帯
人口前月比
75 人減

５月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,680
約 349
約2,029
101.7

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,728 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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知

らせ

児童扶養手当の現況届の
提出をお願いします
子育て支援室☎0557(86)6351

父子家庭や母子家庭などで児童
を養育し、一定の要件を満たした
人に対して支給される手当です。
現在受給している人には、現況
届のお知らせを７月中に送付しま
す。８月１日現在の家庭の状況お
よび受給者、扶養義務者（同居し
ている両親など）の所得状況など
現況の届出を８月31日(水)までに
忘れずに行ってください。
また、現在、受給していない人
で対象になると思われる場合は、
お問い合わせください。

富士山夏季マイカー規制実施
します
静岡県道路企画課☎054(221)3359

富士山の自然保護と渋滞のない
安全で快適な登山を目的に、マイ
カー規制を実施します。
規制期間中はマイカーの通行が
できません。有料の乗り換え駐車
場（駐車料金１台あたり1,000
円）を利用し、有料のシャトルバ
スやタクシーに乗り換えてくださ
い。
○規制場所・日時：
富士宮口（富士山スカイライン）
７月９日(土)午前９時
〜９月11日(日)正午
〇須走口（ふじあざみライン）
７月10日(日)午前０時
〜９月10日(土)午後9時
＊詳細はお問い合わせください。

ジェネリック医療品差額通知
について
保険年金室☎0557(86)6258

熱海市国民健康保険（国保）で
診療を受け、調剤された医薬品を
ジェネリック医薬品に変更すると、
薬代の自己負担額を軽減できる可
能性がある人に、差額通知を７月
下旬ごろ発送します。主に、軽減
効果の大きい人を対象にしており、
国保加入者全員に通知するもので
はありません。ジェネリック医薬
品を使用することで、ご自身や市
の国保財政の負担が軽減されます。
ジェネリック医薬品への変更を希
望する場合は、医師や薬剤師にご
相談ください。

古代体験教室を開催します
文化交流室☎0557(86)6234

市民に歴史や文化財への関心を
もってもらうため、古代から権力
の象徴やお守りとして身につけら
まが たま
れてきた勾玉をやすりなどで削
りながら自分で作る古代体験教室
を開催します。
日時：８月５日(金)
午前９時30分〜11時30分
場所：いきいきプラザ多目的会議室
対象者：市内在住および在勤者
（小学校低学年以下は保護者同伴）
定員：25人（応募者多数の場合
は抽選。子ども、初参加者優先）
参加料：500円（材料費・保険代）
申込方法：文化交流室の窓口も
しくは電話、メールでお申し込み
ください。
申込期限：８月１日(月)

平成29年成人式について
社会教育室☎0557(86)6573

市内に住民登録のある対象者へ
８月に案内状を送付します。市外
に転出した人も参加できますので
お問い合わせください。
開催日：平成29年１月８日(日）
場所：ＭＯＡ美術館 能楽堂
受付：午前９時50分〜
開式：午前10時30分
対象者：平成８年４月２日生〜
平成９年４月１日生

静岡県警察官を募集します
熱海警察署警務課☎0557(85)0110

静岡県警察では、平成29年
４月採用の警察官を募集します。
試験区分：警察官Ａ（大卒また
は卒業見込みの人）・警察官Ｂ
（上記に該当しない人）
受付期間：７月15日(金)
〜８月１日(月)
試験日：９月18日(日)
試験の詳細はお問い合わせくだ
さい。

今夏の節電のお願い
生活環境室☎0557(86)6273

電力の安定供給を図るために市
民の皆さんの節電へのご協力をお
願いします。
●エアコンの設定温度は28℃を
目安にしましょう！
●すだれやレースのカーテンで日
差しをカットしましょう！
●こまめにコンセントからプラグ
を抜きましょう！
●高齢者は無理のない節電を！

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

児童相談所全国共通ダイヤル

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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子育て支援室☎0557(86)6353

児童虐待をなくし、子どもたちの笑顔を守るた
め、覚えやすい番号になりました。

虐待かも
と思ったら
詳しくは

いち

はや

く

☎ 189

全国児童相談所一覧

検索

ま

ce
in

当

37
19

担

市内各所を取

s

報
が

し

た

広
者

材

し

インターンシップに来ていた女子高校生がパチリ!!
６月９日、インターンシップに来ていた田方農業高校の生徒
さんが、あじさい街道の取材に行って撮影したものです。
取材後は、ホームページやフェイスブック、ツイッターに、
取材日記を書いてくれました。４日間お疲れ様でした!!

日本語学習と憩いの場
６月10日、熱海国際交流協会が主催する日本語教室の見学会
が行われました。学習後には交流会も開催され、参加者全員で
親睦を深めました。

おいしい料理ができました
６月20日、いきいきプラザで男性料理
教室が開催されました。はつらつキッチ
ンの皆さんの指導を受けながら、こん
にゃくや枝豆ご飯、レモンゼリーなどを
作りました。

みんなで演奏を楽しもう！
６月15日、多賀小学校で「音楽鑑賞教
室」が開催されました。網代小学校の子ど
もたちも参加し、パーカッションアンサン
ブル「パラディアム」の皆さんと一緒に楽
器の演奏を楽しみました。

広報あたみ 2016.7
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ジャカランダに誘われて・・・
６月11日から26日まで、「ＡＴＡＭＩジャカランダ
フェスティバル2016」が初開催されました。
青空の下のジャカランダも、夜のライトアップされ
た幻想的なジャカランダも、多くのお客さんの心をつ
かんでいました。

ラジオパーソナリティに挑戦！
６月15日、ＦＭ熱海湯河原に職場体
験に来ていた多賀中学校３年の酒井さ
んが、あじさい満開の誓欣院でＦＭ生
中継に挑戦！
「すごく緊張しました」と感想を話
してくれましたが、ラジオから聞こえ
る声は軽快でした。

齊藤

ＡＴＡＭＩジャカランダ
フェスティバル２０１６

熱海市長

栄

６月中旬から下旬にかけて︑﹁ジャカ
ランダフェスティバル﹂を開催しました︒
２年前にお宮緑地にジャカランダ遊歩道
が完成してから︑初めてのジャカランダ
ＰＲイベントとなります︒ジャカランダ
とは︑南米原産の世界三大花木のひとつ
で︑６月に青紫の美しい花を咲かせます︒
１９９０年︵平成２年︶に︑ポルトガル
のカスカイス市と国際姉妹都市になった
ことが縁で︑熱海市での植栽が始まりま
した︒現在︑市内に高木 本︑苗木１１
０本が植えられています︒
オープニングは︑初夏を思わせる日射
しでした︒熱海梅園の梅︑糸川のあたみ
桜とブーゲンビリア︑そしてお宮緑地の
ジャカランダの整備に多大なご支援をい
ただいた篤志家の方も来賓として参加さ
れました︒会場では︑ジャカランダを見
たり︑写真を撮ったりするための来遊客
が途絶えることがなく︑その様子をご覧
になって大変喜んでいらっしゃいました︒
﹁ジャカランダはまだ幼木だが︑数年後
には熱海で一番の名所になるかもしれな
い﹂と話してくださいました︒
ジャカランダの整備により︑熱海の象
徴的なスポットであるお宮緑地はよみが
えりました︒しかし︑ジャカランダの知
名度はまだ低く︑どんな花か分からない
といった声も多く聞きます︒毎年︑開花
の時期にあわせて︑宮崎県日南市︑長崎
県雲仙市とで行っている﹁ジャカラン
ダ・サミット﹂は︑来年は熱海での開催
を予定しています︒３市が協力して︑
ジャカランダの全国ＰＲに取り組んでま
いります︒

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
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問い合わせ：法務文書室 ☎0557（86）6134
熱海市情報公開条例
および熱海市個人情報保護条例に基づく運用状況の公表
平成27年度において、
熱海市情報公開条例および熱海市個人情報保護条例に基づいて、
開示請求された公文書の開示・不開示の状況についてお知らせします。

情報公開制度とは

個人情報保護制度とは

情報公開制度は、市民の皆さんに市が保有する
公文書の開示を請求する権利を保障し、市に公文
書の開示を義務付ける制度です。
具体的には、市民の皆さんは請求によって市が
保有する公文書の閲覧やその写しの交付を受ける
ことができます。

個人情報保護制度は、
市が市民などの個人情
報を適正に取り扱うためのルールを定めるとと
もに、市が管理する個人情報の開示などを請求
する権利を保障することにより、市民の皆さん
の権利利益を保護し、信頼される市政の実現を
図っていくため定められた制度です。

公文書に対しての開示請求（熱海市情報公開条例によるもの）
処 理
実施機関

開示請
求件数

全部開示

部分開示

不開示

文書

請求

決定

決定

決定

不存在

取下げ

経営企画部

５

１

３

観光建設部

１２

１

１１

公営企業部

１

１

消防本部

５

３

教育委員会

１

合計

２４

６

１

主なもの

住居表示追加付定、一覧表、住居表示台帳
熱海市まちづくり条例に基づく事前協議書、
開発審査願などの書式および同図面
金入り設計書

２

消防法第４条に基づく立入検査通知書

１

中央保育園に関する文書

１７

１

備考 公文書の開示請求のあった実施機関のみ記載

実施機関が保有する本人の個人情報の開示請求（熱海市個人情報保護条例によるもの）

実施機関

処 理

開示請
求件数

全部開示 部分開示
決定

決定

市民生活部

１

健康福祉部

１

１

合計

２

１

不開示

文書

請求

決定

不存在

取下げ

１

主なもの

所得証明書、納税証明書などに係る申請書
介護認定に係る申請書など

１

備考 保有する個人情報の開示請求のあった実施機関のみ記載
広報あたみ 2016.7
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8 月 August

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 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
８月のブックバスかもめ号
時間
ステーション
実施日
13：15〜14：15
２日㈫ 網代小学校
16日㈫ 大縄公園
14：45〜15：30
海光園
13：00〜13：30
13：45〜14：15
３日㈬ スルガケアサービス
17日㈬ 上多賀会館
14：30〜15：00
多賀小学校
15：15〜16：00
泉小中学校
８月は巡回なし
４日㈭
泉支所
13：50〜14：20
18日㈭
桃山小学校
８月は巡回なし
伊豆山中央バス停横
10：00〜10：30
マルコシ酒店横駐車場
10：45〜11：15
５日㈮
七尾団地集会場
13：15〜13：45
19日㈮
伊豆海の郷前
14：00〜14：45
伊豆山小学校
15：00〜16：00
９日㈫
12：30〜13：30
第二小学校
23日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場 10：00〜10：50
13：00〜13：40
10日㈬ 第一小学校
14：00〜14：35
24日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場 15：00〜15：35
25日㈭ 多賀中学校正面玄関前
熱海中学校

12：40〜13：30
８月は巡回なし

◇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

15

1㈪

各種相談日
消身

行

伊豆山温泉納涼海上花火大会（伊豆山海岸）20：20〜20：50

法

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
●熱海子育て支援センター「夏まつり」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

5㈮
6㈯
7㈰
8㈪
9㈫
10 ㈬
11 ㈭

図

◆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

2㈫
3㈬
4㈭

施設休業日
あたみビール祭り（親水公園）15：00〜21：00 ※４日まで

起

釣

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00
人消
知

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

心

図
釣

起

山の日

図

伊豆多賀ビールフェスタ（長浜海浜公園）17：00〜21：00
伊豆多賀海上花火大会（多賀湾）20：20〜20：40
●にこにこサロン「交通教室」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

12 ㈮
13 ㈯

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
網代温泉ふるさと祭り（大縄公園）19：00〜21：00※15日まで

14 ㈰
15 ㈪
16 ㈫
17 ㈬
18 ㈭

建

伊豆多賀ビールフェスタ（長浜海浜公園）17：00〜21：00
伊豆多賀温泉百八体流灯祭（多賀湾）19：30〜
網代温泉海上花火大会（網代湾）20：30〜20：50

行

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15

起

法心

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

釣

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00
●南熱海子育て支援センター「プール遊び」
（多賀保育園）
10：00〜12：00

19 ㈮
20 ㈯
21 ㈰

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

22 ㈪

人消
ぷ障
何

23 ㈫

不

24 ㈬
25 ㈭

法

㈯
㈰
㈪
㈫
㈬

釣
図

伊豆山温泉さざえ祭り＆花火大会（伊豆山海岸）
18：00〜21：30 ※24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〜
◆両親学級②（いきいきプラザ）10：30〜13：30

起

◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
●にこにこサロン「おはなし会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

26 ㈮
27
28
29
30
31

図

消

釣

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
図

消

起

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。

F
熱海市役所 広報

acebook
熱海市役所 産業振興 A-biz

熱海市からのお知らせ

市内の個店の魅力

イベント情報

個店支援・起業支援の情報

熱海市広報 Facebook

A-biz Facebook

ＳＮＳで
熱海の魅力
発信中！
熱海市では、現在３種類のＳＮＳ（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）を利用し、情報発信
しています。皆さん、ぜひご利用ください。
問い合わせ

T

I

witter

熱海市

広報情報室☎0557（86）6070

nstagram

熱海市

（@atamicity）

（@atami̲oﬃcial）

熱海市からのお知らせ

市内の魅力あふれる写真

イベント情報

イベントの様子

防災情報

熱海市 Twitter

熱海市 Instagram

サンレモ市姉妹都市提携40周年記念

納期のお知らせ

８月１日（月）
■固定資産税・都市計画税
第２期
■国民健康保険税
第１期
【債権回収室】☎0557(86)6165
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

国際理解講座講演会を開催します
熱海国際交流協会

☎0557(86)6233

イタリアのサンレモ市との姉妹都市提携40周年にあたり、熱
海市とサンレモ市をより深く理解するための講演を開催しま
す。事前申し込みや参加費は不要です。ぜひご来場ください。
日時：８月９日（火）午後１時30分〜 場所：いきいきプラザ
内容：講演「熱海とイタリア・サンレモから読み解く
『内海』の中世比較史」
講師 高橋一樹氏（武蔵大学教授）

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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