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◆今月の主な内容◆
市税滞納ストップ！････････････････２
ひとり親家庭の自立を支援します･････４
頑張る学生の進学応援奨学金･････････５

今宮の宵に稚児が舞う
10月19日、今宮神社例大祭の宵宮祭が行われ、園児たちが、稚
児舞「豊栄の舞」を奉納しました。
稽古の成果を発揮した稚児たちの舞は、華やかでとてもかわいら
しく多くの人たちを魅了していました。
とよさか

17

し押さえの現況
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税等特別滞納整理を
実施しています
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ごろより︑皆さんには税金
の納期内納付にご協力いた
だき︑ありがとうございます︒
月・ 月は税の公平性を確保
するため︑県下一斉に滞納整理の強
化をしています︒滞納処分の要件に
合致した場合︑財産の差し押さえな
どを行っていきます︒
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平成 年度に熱海市で行った差し
押さえ件数は４１５件で︑収納率は
・６％となっています︒
差し押さえ物件の主なものは︑預
貯金︑給料︑生命保険︑不動産など
が占めています︒
市ではほかの納税者との公平性を
保つため︑差し押さえなど強制徴収
を実施して︑収納率の向上に努めて
います︒
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滞納

熱海市では年に２回︑税務課職員
による市税等特別滞納整理を実施し
ています︒５月に行われた１回目は
平成 年度分の滞納者が対象でし
たが︑２回目の今回は年度を繰り越
して滞納金額が増え続けている滞納
者などを対象とし︑財産の差し押さ
えを強化します︒
■実施期間
月１日 火( 〜) 日 水( )
土・日・祝日を除く 日間
■実施体制
税務課職員 人により実施
■実施手法
○夜間窓口延長︵午後８時まで︶
月 日 月( 〜
) 日 月( )
土・日・祝日を除く 日間
○訪問催告
○電話催告
○財産差押︵不動産・預金・生命
保険・給与など︶
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は行政サービスの財源
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差押件数
収納率（％）

差押件数・収納率の推移

▲税務課職員は
「熱海市徴税吏
員証」を携帯し
ています。不審
に思ったら必ず
身分証の提示を
求めてください。
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皆さんからお預かりした税金は︑
福祉や医療︑子どもたちの教育︑道
路の建設や補修など︑地域住民の公
共の福祉を向上させるための財源と
して使われています︒
平成 年度の市の歳入総額１８８
億６８５４万円のうち︑市税は 億
６２５７万円で︑約 ％を占めてい
ます︒
税金を滞納すると︑市の財政を圧
迫し︑行政サービスに支障が生じま
す︒また︑納期内に税金を納めてい
る皆さんとの公平性も欠きます︒
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ストップ！

市税

STOP！

県下一斉市税滞納整理強化中

問い合わせ：債権回収室☎0557(86)6165
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ンビニでも
税金が納められます！

警告書などの催促

皆さんの納付の利便性を高めるた
め︑市の税金や料金が納期内であれ
ば ︑全 国 の 主 要 な コ ン ビ ニ エ ン ス ス
トアで納められます︒︵納付金額が
万円を超える場合など︑一部取り
扱えない納付書もあります︒︶
口座振替・コンビニ納付に関して
は ︑ 納 税 室 ☎ ０ ５ ５ ７︵ ︶６ １ ６
４までお問い合わせください︒

滞納者が所有する財産を、法律に基づき調査しま
す。

財産調査

付が困難な人は
お早めにご相談を！

病気や失業などのやむを得ない理
由で一時的に税金を納期内に納める
ことが困難な人や︑滞納額が一括で
納められない人は早めに債権回収室
にご相談ください︒

納期限後、一定期間内に督促状を送付します。

タイヤロックによる自動車の差し押さえの様子

督促

滞納市税などへの充当

納期限を過ぎると、納期限後の日数に応じて、延
滞金が課せられます。

公売・換価

税などの納付には
﹁口座振替﹂がオススメ！

﹁うっかりして税金の納期を忘れ
ていた﹂﹁仕事で忙しくて金融機関
に行く暇がなかった﹂こんな理由で
税金などを滞納してしまったことは
ありませんか？
そんな時︑口 座 振 替︵ 自 動 払 込 ︶な
ら︑市税などを指定された預貯金か
ら自動的に納めることができるため︑
金融機関に出向く手間がなく大変便
利です︒
納付には︑便利な口座振替制度を
ぜひご利用ください︒
■申込手続
取引する金融機関などの通帳と通
帳印を持参のうえ︑直接金融機関
の窓口でお申し込みください︒
■利用できる金融機関など
静岡銀行︑スルガ銀行︑静岡中央
銀行︑三島信用金庫︑あいら伊豆
農業協同組合︑静岡県信用漁業協
同組合連合会︑静岡県労働金庫︑
ゆうちょ銀行︵全国どこでも可︶
■利用できる市税
固定資産税・都市計画税︑市県民
税︵普通徴収︶︑別荘等所有税︑
軽自動車税︑国民健康保険税
■利用できる料金
市営住宅使用料︑介護保険料︑後
期高齢者医療保険料︑保育園保育
料︑上下水道使用料︑温泉使用料

課税

差し押さえた財産の公売、預貯金・給与などの債
権の換価を行います。

滞納

不動産、預貯金、給与、売掛金、自動車などの財
産を差し押さえます。

所得や資産に応じて計算され課税されます。
納期内に必ず納付をお願いしています。
納期内に納付されなかった場合

財産差し押さえ

滞納した場合は次のような処分を
受ける場合があります。
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市

滞納処分までの流れ・・

ひとり親家庭の自立を支援します
近年増加しているひとり親家庭の生活の安定を図るため、資格取得や子育て支援策を拡充しま
した。
ご案内する制度を受けるためには申請が必要です。また、所得制限もありますので、まずは子
育て支援室にご相談ください。
問い合わせ

児童扶養手当

子育て支援室☎0557(86)6351

【平成28年拡充】

離婚や死亡などにより父母と一緒に生活できない児童を養育する父または母、父母に代わって児童を
養育する人に支給される手当です。平成28年８月分（平成28年12月払い）から、児童が２人以上のひ
とり親家庭は、加算額が引き上げられました。

母子家庭等自立支援給付金

【平成28年拡充】

就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座の受講や学校などの養成機関で修業する場合などに、
次の給付金を支給する制度です。

熱海市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座（介護職やパソコン技能など）を受講後に支払った受講料
の60%(上限20万円・下限4千円)を給付します。

熱海市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・調理師などの資格取得を目的
に１年以上養成機関で修業した場合に、市民税非課税者へ月額10万円、市民税課税者へ月額７万
500円を給付します。

ひとり親家庭等放課後児童クラブ助成金

ひとり親家庭等就学支援事業

児童扶養手当受給者を対象に、放課後児童クラブの
利用料（上限１カ月５千円）を助成する事業です。

児童扶養手当受給者を対象に小学校入学の際に必
要なランドセルおよび学校指定用品の購入費用の一
部（上限３万円）を助成する事業です。申請の期限
は、子どもが小学校に入学する前年度の３月末日ま
でです。

母子家庭等医療費の助成
20歳未満の子どものいるひとり親家庭の父または
母などに、健康保険の自己負担分の医療費の助成を
行います。

母子父子等福祉資金の貸付
子どもの就学、就職、または知識技能の習得に必
要な資金を貸し付けます。
また、ひとり親家庭の父または母などが経済的に
自立して安定した生活を送るために必要な資金を貸
し付けます。
なお、貸し付けにあたっては静岡県による審査が
あります。

交通遺児見舞金
交通事故により生計中心者が死亡した場合、その
残された交通遺児（18歳未満の者）を扶養する保
護者に見舞金などを支給します。

JR通勤定期乗車券割引制度
児童扶養手当受給者世帯については、ＪＲ通勤定期
乗車券を３割引で購入することができる制度です。
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平成29年度熱海市育英事業奨学金

２人

４００万円

３人

５００万円

４人

６００万円

基準所得額について
※
世帯内に要介護３以上︑障害等級
２級以上︑６カ月以上の療養により
医療費が高額となる人がいる場合︑
所得から１００万円を差し引き基
準所得額以下であれば出願可能︒

9,000円以内

15万円以内

高等専門学校 １万9,000円以内

15万円以内

大学・短大
４万4,000円以内
専門学校など

50万円以内

※入学一時金のみの貸与はできません。

﹇所得額について﹈
○給与収入のみの人は︑源泉徴収票
の﹁給与所得控除後の金額﹂と比較
してください︒
○確定申告をした人は申告書の﹁所
得金額︵合計︶﹂と比較してください︒
○課税証明書を取得した人は︑合計
所得金額と比較してください︒
○ 基準Ｂ の場合︑給与明細書などで
算出しますのでご相談ください︒

月額奨学金・入学一時金の額

高等学校など

出願資格

３００万円

奨学金の送金日

１学期分︵入学一時金含む︶ ４月 日
２学期分
９月 日
３学期分
１月 日
金融機関が休業日の場合は翌営業
※
日に送金︒

５年以内︵一時金貸与者
は８年まで延長可能︶
卒業後１年据え置き期間
後から開始
年賦または半年賦

奨学金の返還

返還期間

返還開始

提出先

様式は熱海市ホームページから
取得するか︑学校教育課総務管理室
まで請求してください︒

提出書類

卒業後１年以内︵特別の事情があ
る場合は２年以内︶に熱海市に住所
を有し︑５年を経過したときは︑返
還金の２分の１を免除します︒

返還金の免除

返還方法

25 25 25

学校教育課総務管理室︵市役所第
３庁舎１階︶に︑本人または保護者
が直接提出してください︒
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１人

入学一時金※
月額奨学金
分
区

28

父母の
所得額合計

27

扶養する
子どもの
数

①〜④全ての条件を満たし︑基準Ａ
または 基準Ｂ に該当する人
①保護者が熱海市に住所を有する人
②高等学校・高等専門学校・大学・
専門学校などに在学または進学を
希望している人
③経済的理由により就学が困難な人
④提出する成績証明書などの全教科
の評定平均が左記の基準以上であ
ること
高校進学・在学者 原則３・０以上
大学・専門学校進学・在学者
原則３・３以上
これに満たない場合でも︑推薦
※
調書などにより総合的に判断し
貸与する場合もあります︒
基準Ａ
平成 年中の父母の所得合計が
基準所得額以下であること
基準Ｂ
父母の失業や給与減額などで家計
が急変し︑平成 年中の所得合計
が基準所得額以下であること

基準所得額 ※

平成28年12月１日(木)〜平成29年１月31日(火)
出願期間

総務管理室☎0557(86)6565
問い合わせ

高等学校・高等専門学校・大学・専門学校などに在学または来年４月に進学を希望

している学生生徒で、経済的理由により就学困難な人を対象に奨学生を募集します。

奨学金は自立して学ぶことを支援するために学生本人に貸与し、卒業後、学生本人
が返還していくものです。

市内の小学校 5 年生を紹介する人気コーナー

熱海市立多賀小学校

５年１組

人

29

担任

いし かわ

石川

り

な

里奈

先生

熱海市立多賀小学校

５年２組

人

29

担任

やま の うち

山ノ内

かつ ひこ

克彦

先生

6
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熱海市立泉小学校

５年１組

人

11

担任

まえ だ

前田

とし ひろ

利宏

先生

熱海市立伊豆山小学校

５年１組

人

11

担任

いま ふく

今福

み

き

美樹

先生

7

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
11月は児童虐待防止推進月間です
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障がいは誰にでも生じる可能性のある身

１２月３日〜９日は

近なものです。障害者週間をきっかけに障
がい者の福祉について関心と理解を深め、
障がい者がさまざまな分野で活動できるよ

障害者週間です

う、一人ひとりが人格と個性を尊重し、と
もに支え合う社会を作りましょう。
問い合わせ：障がい福祉室☎0557(86)6335

障がいには・・外見ではわからない場合も多くあります。
障がいには、「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」などがあり、症状や程度はさまざまです。この
ほかにも、発達障がいや難病などにより、生活のなかで困難を感じる人もおり、関わって初めて障がいのある
人とわかる場合もあります。

障がい者を・・配慮するためのマークがあります。ご存知ですか？
◀障がい者のための国際シンボルマーク

◀ハート・プラスマーク

障がいのある人たちが利用できる建築物
や公共輸送機関であることを示す世界共
通の国際シンボルマークです。

身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀
胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障
がいがある人を表すマークです。

◀盲人のための国際シンボルマーク

◀耳マーク

世界盲人連合が定めた世界共通の国際シ
ンボルマークです。

聞こえが不自由な人を表す、国内で使用
されているマークです。

◀身体障害者標識
（四つ葉のクローバーマーク）
肢体不自由者が運転する自動車に貼る標
識で、道路交通法に定められているマー
クです。

◀聴覚障害者標識
聴覚障がいにより、免許に条件を付され
ている人が運転する自動車に表示する
マークです。

市では手話通訳者が、活躍しています！！
聴覚障がいや音声・言語機能

〜身体障害者福祉会が
イベントを開催します〜

障がいがある人の市役所窓口な
どでのコミュニケーション支援
として、手話通訳者の設置を

障害者週間に合わせて、12月５日(月)か

行っています。市役所窓口での

ら７日(水)まで福祉センターにて「ふれあ

相談や手続きの際にお気軽にお

い作品展」、12月10日(土)に、熱海中学校

声かけください！

にて「フライングディスク交流会」が開催
されます。

手話通訳を希望する人は、障が

詳細は、熱海市身体障害者福祉会（☎

い福祉室（FAX：0557(86)6338）

0557(81)7811）へお問い合わせください。

までお問い合わせください。
▲手話で窓口業務を行う

9

木村手話通訳者

〜子どもの身体と心の発達を促すために〜

さまざまなことを学んでいくことが
できます︒楽しく遊ぶためには︑子
どもも親も楽しむことを大切にしま
しょう︒また︑親自身も子どもの反
応や表情の変化を実感し︑親セン
サーの感度を上げてみましょう︒

脳を刺激する遊び

大脳辺縁系 「たくましく生きていく」
食欲・性欲・集団欲・快・不快
怒り・恐れ

脳幹 「生きている」
呼吸・体温調整・消化・ホルモン代謝
姿勢反射・防御反射

皆さんの健康づくりを

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

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︒

29

10

身体を使い楽しく遊ぶ

健康づくり室では１歳６カ月児・
３歳児健診や健康相談などを行って
いますが︑その中で﹁ことばが遅
い﹂﹁落ち着きがない﹂などの相談
が多く寄せられます︒
今回の特集では︑子どもの身体と
心の発達を促すための﹁遊び﹂につ
いて考えていきます︒

大脳 「よく生きていく」
意欲・創造・考える・喜び・悲しみ
「うまく生きていく」
聞く・見る・覚える・手足を動かす

参加者募集

日時
月 日 水( ︑)平成 年１月
日 木( ︑) 日 水( ︑)２月
日 水( ︑)３月 日 水( )
午後１時 分〜３時
１月 日のみ午前 時〜
※
午後３時︵予約制 一人約
分の認知機能テスト︶
場所 いきいきプラザ２階
対象者
歳以上の人
︵応募者多数の場合抽選︶
定員
人
申込期限
月 日 火( )

15

25

30

13

22

30

21

12

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（ 8 6 ）6 2 9 4

親子遊びで心身を発達させる

下の図は︑脳の３段階の働きを表
したものです︒脳はそれぞれの部分
で異なる働きをしますが︑生命の維
持などの働きを担っているのが脳幹
です︒脳幹はあらゆる情報が通る部
分であり︑ここを刺激することが
﹁ことば﹂の発達にも繋がります︒
特に︑落ち着きがないお子さんの
﹁切り替えスイッチ﹂も良くなると
言われています︒
では︑脳幹を刺激するためには︑
どのような遊びをすればいいので
しょうか︒

12 12

20

65
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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

コミュニケーションの発達には︑
人と接し交流することが不可欠です︒
そこでおすすめしているのは﹁親子
遊び﹂です︒
子どもの発達は遊びと密接に関
わっています︒子どもは遊びを通し
て身体や心を発達させていきます︒
ポイントは︑子どもの好きな遊びに
は徹底的に付き合い︑楽しいことを
一緒にすることで︑人と接すること
が好きな子にすることです︒遊びに
含まれる感覚・運動・経験を通して︑

脳の３段階の働き

図

健康 づくり

日々の遊びでいきいき子育て

15

脳幹を刺激するために

○上下動を楽しむ
・高い高い︵歩き始めの頃〜︶
高く投げるように激しく行うの
※
はＮＧ

簡単！ おいしい！

参加者募集

おせち作り料理教室

12

○揺れを楽しむ
・トランポリン︵２歳の頃〜︶
・シーツブランコ︵おすわりの頃〜︶
・親子でブランコ

10 15

つい買って済ませてしまうおせち
料理を手作りする教室です︒家庭で
作るには難しいといわれる伊達巻を
簡単にアレンジして作ります︒その
こおりどうふ
つづみに
ほか︑凍豆腐の鼓煮なども実習しま
す︒
良い一年が送れるよう︑来年のお
正月は手作りのおせち料理で迎えま
せんか︒
日時
月 日 木( )
午前 時〜午後２時
場所 いきいきプラザ４階
参加費 ９００円
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
申込期限
月９日 金( )
主催 熱海市健康づくり食生活推進
協議会

12

30

○触覚を楽しむ
・布団の上でコチョコチョ
・やわらかいタオルで腕や足などを
こする
・ぎゅっと抱きしめる

○回転を楽しむ
・回転椅子に載せて回す
激しく回すのはＮＧ
※
・バスタオルに乗せてゴロゴロ︵月
齢が小さい頃︶

☆いわゆる﹁落ち着きのない子﹂は︑
上下動や揺れを楽しむ遊びを上手に
取り入れると︑集中力や注意力が鍛
えられるという報告があります︒

﹁毎日忙しくて子どもと遊ぶ時間
が取れない﹂﹁保育園や幼稚園でた
くさん遊んでいるからいいんじゃな
い？﹂と思う人もいるかもしれませ
んが︑１日に 分でも 分でも構
いませんので︑少し時間を作ってみ
ませんか︒
例えば︑﹁保育園のお迎えのとき
に抱っこしてほっぺたをスリスリす
る﹂﹁お風呂の時間はタオルやスポ
ンジでゴシゴシこすって触覚遊びを
楽しむ﹂﹁お風呂の後は︑お布団で
ゴロゴロ遊びをする﹂﹁寝る前に１
冊絵本を読む﹂など︑隙間の時間を
上手に見つけてみてください︒
親と楽しく遊んだ思い出は︑子ど
もの心の中にずっと残ります︒そし
て︑﹁親に愛されている﹂という気
持ちも芽生えていきます︒愛されて
いるという実感のある子どもは︑大
きくなっても困難を自分で乗り越え
ることのできる力がついていきます︒
いろいろ工夫をしても﹁ことばが
なかなか出てこない﹂﹁落ち着きが
なくて本当に困っている﹂というと
きは︑他に原因がある場合もありま
す︒そのようなときは︑お気軽に健
康づくり室までご相談ください︒

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

15
11

○聴覚︵聴いて楽しむ︶
多くの子どもは音楽が大好きです︒
体操なども音楽と組み合わせると良
いです︒
○視覚︵見て楽しむ︶
・絵本の読み聞かせ
・紙芝居

10

11月は計量強調月間です

「静岡県最低賃金」
改正の
お知らせ

産業振興室☎0557(86)6204

正確な計量は、私たちの生活の
基本です
私たちの身の回りでは、ガス・
水道・電気の使用量、スーパーマー
ケットでの肉や魚の計量などにさ
まざまな計量器が使われています。
私たちの暮らしが安全で快適で
あるためには、これらの計量器が
正確に作動し、正しく使われるこ
とが重要です。そのために、「計
量法」で、規制の対象となる計量
器を定めるとともに、適正な計量
の基準を定めています。
はかりの定期検査を受けましょう
食料品店、宅配便取扱店、薬局
などで取引・証明に使用するはか
りは、静岡県が実施する２年に１
回の定期検査を受ける必要があり
ます。
相談窓口：静岡県計量検定所☎
054(278)8311 または産業振興室

自衛官募集のお知らせ
自衛隊伊東地域事務所
☎0557(37)9632

幅広く豊かな人間性を養いな
がら、各分野における専門技術者
を養成する陸上自衛隊高等工科学
校生徒を募集します。
待遇：月98,500円の生徒手当が
支給されます。
資格：平成29年４月１日現在、
15歳と16歳の中学校卒業または
見込みの男子
申込期限：平成29年１月６日(金)
試験日：平成29年１月21日(土)
自衛官候補生（男子）につきま
しては、年間を通じて受付してい
ます。
詳しくは、インターネットで
「静岡地本」と検索してください。

統計情報

静岡労働局賃金室☎054(254)6315

静岡県内の事業場で働く全ての
労働者（パート・アルバイトを含
む）に適用される「静岡県最低賃
金」が改正され、10月５日から、
時間額807円となりました。特定
の産業には産業別最低賃金が定め
られています。
お問い合わせは、静岡労働局
賃金室または三島労働基準監督署
☎055(986)9100まで

狩猟期間のお知らせ
農林水産室☎0557(86)6215

今年度の狩猟期間は次のとおり
です。この時期に入山される皆さ
んは十分ご注意ください。
期間：平成28年11月15日(火)
〜平成29年２月15日(水)
※イノシシとニホンジカの「ワナ
猟」に限り、平成29年２月28日
(火)に延長します。
詳しくは、お問い合わせくださ
い。

男
女

口

37,798 人
17,108 人
20,690 人

市民室☎0557(86)6254

◆返戻された通知カードについて
配達時に受け取りができなかっ
た「 通 知 カ ード」は 、市 役 所 に
返戻されています。市民室窓口に
て受け渡しを行っています。なお、
受け取りの際の持ち物は、お問い
合わせください。
◆申請されたマイナンバーカード
の受け取りについて
申請されたマイナンバーカード
の交付準備が整ったため、はがき
にて交付通知書を送付したところ
ですが、まだ受け取っていただい
ていない人がいます。
このカードは、マイナンバーを
証明するなど、大切なカードです
ので早めに受け取りをお願いしま
す。また、手続きに時間を要する
ことから、事前予約制をとらせて
いただいていますので、はがき記
載の専用ダイヤルにて、予約をお
願いします。
詳細は、お問い合わせください。

消費者被害を防ごう！
消費者を狙う悪質商法による消費者被害は、相変わらず後を絶ちま
せん。特に年末の慌ただしい時期は、トラブルに巻き込まれやすいの
で十分に注意をしましょう。疑問に思うこと、不安なことがありました
ら、お気軽にご相談ください。
悪質商法被害防止の心得
１．「もうかります」そんな言葉にご用心
２．何の用？しっかり聞こう身分と用件
３．勇気出し、はっきり言おう「いりません」
４．迷ったら、一人で決めず、まず相談
５．簡単に契約書に署名・捺印しない
問い合わせ：市民協働推進室☎0557(86)6197

９月末の人口
人

通知カード、マイナンバーカード
の受け取りをお願いします

世帯数
21,346 世帯
人口前月比
40 人減

９月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,602
約 338
約1,940
99.4

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,711 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ

広報あたみ 2016.11
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第68回人権週間行事の開催
市民相談室☎0557(86)6073

12月４日(日)から10日(土)は
人権擁護の強調週間です。
人権に関する展示や相談会を開
催しますので、ぜひご参加ください。
◆小学生人権ポスター・人権の花
パネル展
期間：12月３日(土)〜８日(木)
場所：イシバシプラザ４階ホール
（沼津市高島本町１−５）
時間：午前10時〜午後６時
（８日は午後５時まで）
※特設人権相談所も開設します。
◆常設人権相談
期間：12月５日(月)〜９日(金)
時間：午前９時〜正午
午後１時〜４時
場所：静岡地方法務局沼津支局
（沼津市杉崎町６−20）
☎055(923)1201
※電話相談も可能です。

出張年金相談の開催
保険年金室☎0557(86)6260

三島年金事務所による、出張年
金相談を開催します。
年金受給に関する相談や請求の
手続きなどがある場合はご利用く
ださい。
日時：平成29年１月11日(水)
午前10時〜午後２時30分
場所：熱海市役所第１庁舎
４階第１会議室
※事前予約が必要です。電話また
は保険年金室窓口でお申し込みく
ださい。

年末調整について
熱海税務署☎0557(81)3515

年末調整は事業所が従業員の１
年間の給与から税金を計算し、す
でに給与から天引きしている所得
税額の合計額から精算する仕組み
のことです。
◆扶養親族などの収入額の確認
をお願いします。
パート・アルバイトの給与収入
や年金収入などの確認漏れによる
控除の適用誤りがあります。
配偶者や扶養親族の今年１年間
の正確な収入金額を確認してくだ
さい。
◆16歳未満の扶養親族は、扶養
控除の対象となりません。
平成28年分の場合、平成13年
１月２日以後に生まれた人が16
歳未満となります。
扶養親族の収入額と併せて注意
していただくとともに、勤務先に
提出済みの「平成28年分の扶養
控除等申告書」の記載内容を確認
してください。
◆年末調整の再調整
年末調整終了後に各種控除額の
変動があった場合、
「平成28年分
給与所得の源泉徴収票」が交付さ
れる平成29年１月末日までは、
年末調整の再調整を受けることが
できます。
勤務先の担当者に再調整を申し
出て、手続きをしてください。
※お問い合わせの電話は自動音声
により案内していますので、当該
広報に関するご質問は「２」を選
択してください。

11月は
「家庭教育を考える強
調月間」です
社会教育室☎0557(86)6572

子どもたちにとって「家庭」は
安らぎのある楽しい場所であると
ともに、社会へ巣立っていくため
に大切な場所です。
静岡県では、家庭教育の役割や
その重要性を見つめ直す月として、
毎年11月を「家庭教育を考える
強調月間」と定めています。
皆さんもこの機会に、家族で一
緒に過ごしながら、家庭の役割な
どについて考えてみませんか。

平成29年度静岡県立沼津視覚
特別支援学校高等部保健理療
科入学募集案内
静岡県立沼津視覚特別支援学校
☎055(921)2099

静岡県立沼津視覚特別支援学校
には、社会復帰を目指す成人のた
めに、あん摩マッサージ指圧師の
国家試験の受験資格を取得する
コース（保健理療科）があります。
入学相談や、視覚障がいに関す
る相談を受け付けています。年齢
に制限はありませんので、お気軽
にご連絡ください。
対象となる人：
次のうち一つ以上該当する人
①両眼の視力がおおむね0.3未満
②視力以外の視機能障がいが高度
きょうさく
な人（視野狭窄、複視など）
③近い将来、視力が著しく低下す
る恐れのある人
※在学中は所得に応じて、就学奨
励費による経費の補助があります。

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

個人事業税の納期限（第２期）は

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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11月30日（水）です。
納期限までに納めましょう！！
【問い合わせ】
静岡県熱海財務事務所 課税課
個人事業税担当 ☎0557(82)9086

し
s
ce
in

報

37
19

担

当

齊藤

世界ジオパーク国際会議

熱海市長

106

栄

先日︑イギリスで行われた﹁世界ジオ
パーク国際会議﹂に参加しました︒会議
はロンドンから西に約３００キロ︑イン
グリッシュ・リビエラと呼ばれるヨット
ハーバーを持つ美しいリゾート地で開催
されました︒この地域は既に世界ジオ
パークに認定され︑特色ある地形・地質
に加え︑西ヨーロッパ最古の人類が見つ
かった洞窟などがあります︒ちなみに会
議場のあるトーキーという町は︑﹁ミス
テリーの女王﹂と呼ばれたアガサ・クリ
スティーの生誕地です︒
会議は４日間にわたって行われ︑基調
講演︑パネルディスカッション︑テーマ
別に行われる分科会︑ポスターセッショ
ン︑そしてジオツアーなどがありました︒
私は世界のジオパークを理解する貴重な
機会と考え︑くまなく出席してきました︒
この国際会議に参加して私が非常に強
く感じたことは︑ジオパークの目的は単
に﹁観光振興﹂にとどまらないというこ
とです︒例えば﹁文化﹂や﹁防災﹂とい
う視点で︑大地︵ジオ︶の育んだ資産を
地域の持続的な発展につなげることも重
要だということです︒この考えは世界ジ
オパークの認定が︑昨年からユネスコ
︵国連教育科学文化機関︶の正式事業と
なったことによりさらに強まったのかも
しれません︒
伊豆半島ジオパークは︑現在世界認定
を目指しています︒今回の国際会議参加
の経験を生かし︑伊豆半島が世界にア
ピールできる観光地となるため︑そして
文化や防災の分野にもさらに貢献できる
よう︑関係 市町が一致団結して取り組
んでまいります︒

15

ま

た

広

市内各所を取
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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

的を狙って！さて、入るかな？
10月８日、南熱海マリンホールにて障が
い者スポーツ大会が開催されました。
フライングディスク投げや車いすパン食
い競争など11競技を皆さんで楽しみました。
ペタボードにチャレンジ！
10月23日、市役所、福祉センターにて、健康まつりが開催さ
れ、健康について考えるさまざまなイベントが行われました。
ニュースポーツのペタボードは、誰にでもできるレクリエー
ションスポーツで皆さん楽しんで挑戦していました。

し

材
が

者

健康の秘訣は！？
10月14日、最高齢者と今年度100歳となる人をお祝いするた
め、市長が訪問しました。100歳となる丸田ふじさんの健康の
秘訣は、何でもよく食べるとのことです。その年齢を感じさせ
ない容姿とフットワークの良さに市長も感心していました。

12月December

各種相談日

マークの説明

1㈭

■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

2㈮

■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
12 月のブックバスかもめ号
ステーション
実施日
６日㈫ 網代小学校
20日㈫ 大縄公園
海光園
７日㈬ スルガケアサービス
21日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
１日㈭ 泉支所
15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
２日㈮
七尾団地集会場
16日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
13日㈫
第二小学校
27日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
14日㈬ 第一小学校
28日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
８日㈭
多賀中学校正面玄関前
22日㈭
９日㈮ 熱海中学校

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
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

15

法

熱海梅園もみじまつり（熱海梅園）※４日まで
●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00〜10：30
●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

3㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※４日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

4㈰

忘年熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45

5㈪

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
●０才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

7㈬

行

8㈭

法

9㈮

釣

マ
起
マ

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00
●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

マ

10 ㈯

網代ひもの祭り（大縄公園）11：00〜15：00

11 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
網代ひもの祭り（大縄公園）10：00〜15：00
忘年熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45
消人
知

釣

図

◆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〜

13 ㈫
14 ㈬

マ

図
マ

消身

6㈫

12 ㈪

施設休業日

心

15 ㈭

●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

●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15
◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30
●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00〜10：30

マ

16 ㈮
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※18日まで
●おはなし会クリスマススペシャル（図書館）14：30〜15：00

17 ㈯
18 ㈰

忘年熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45

釣

19 ㈪

消
精ぷ

●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

図

20 ㈫

建

●熱海子育て支援センター「クリスマス会」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30

21 ㈬

行

22 ㈭

法

23 ㈮
24 ㈯
25 ㈰
26 ㈪

起

●南熱海子育て支援センター「交通教室＆クリスマス会」
（多賀保育園）9：00〜12：00

マ

天皇誕生日

図

消人
障何

起
図

27 ㈫
28 ㈬

官公庁仕事納め

起

29 ㈭

歳末協同朝市（渚小公園）7：00〜11：00

起
図

起

30 ㈮

起
図

31 ㈯

図

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年度
■

■

可燃ごみの収集

問い合わせ：環境センター☎0557(82)1153

種別

地区

最終日

開始日

可燃ごみ

市内全域

12月28日(水)

１月４日(水)

資源ごみの収集

種別
飲 料 カ ン
金 属 類
ビン・ガラス
セト モ ノ 類
蛍 光 灯
乾 電 池

ＰＥＴボトル

■

年末・年始 ごみ 収集と搬入日程

収集曜日
火
木
月
火
水
木
金
第２･４ 月
第２･４ 火
第２･４ 水
第２･４ 木
第２･４ 金

最終日
12/27
12/22
12/26
12/27
12/28
12/22
12/23
12/26
12/27
12/28
12/22
12/23

開始日
1/10
1/5
1/9
1/10
1/4
1/5
1/6
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13

種別

発 泡トレ ー

古紙・新聞
雑誌・古布
ダンボール
紙 パ ッ ク
古
着

エコ・プラント姫の沢への搬入
種

別

収集曜日
第１･３ 月
第１･３ 火
第１･３ 水
第１･３ 木
第１･３ 金
第１･３ 月
第２･４ 月
第１･３ 火
第１･３ 水
第２･４ 水
第１･３ 金
第２･４ 金

最終日
12/19
12/20
12/21
12/15
12/16
12/19
12/26
12/20
12/21
12/28
12/16
12/23

開始日
1/16
1/17
1/4
1/5
1/6
1/16
1/9
1/17
1/4
1/11
1/6
1/13

(平成29年1月1日は搬入できません)
最

終

日

開

始

日

可燃ごみ(有料)【注１】

12月31日(土)

8：30〜12：00

１月２日(月) 8：30〜12：00
(１月３日(火) 8：30〜16：00)

飲料カン・金属類(資源ごみ)【注２】

12月27日(火)

8：30〜16：00

１月４日(水)

8：30〜16：00

粗大ごみ(有料)

12月27日(火)

8：30〜16：00

１月５日(木)

8：30〜16：00

【注１】 年末の12月23日(金祝)・24日(土)・25日(日)【8：30〜16：00】は、予約なしで可燃ごみの直接
搬入ができます。年末、年始は搬入車両が多く、混雑しますので、余裕をもって搬入されるようご協力
をお願いします。
【注２】ビン類・ＰＥＴボトル・発泡トレー・古紙・ダンボールなどは搬入できません。
●粗大ごみは「エコ・プラント姫の沢」に直接持ち込んでいただくようお願いしています。なお、直接持ち込みでき
ない場合は、年末は12月16日(金)まで、年始は１月４日(水)から市による収集の予約を受け付けます。
●テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・衣類乾燥機およびパソコンは、市では処理できません。ごみの分
別・出し方の冊子をご覧ください。

納期のお知らせ
11月30日（水）

■国民健康保険税
第５期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■後期高齢者医療保険料
第４期
【保険年金室】☎0557(86)6257

12月26日（月）

■国民健康保険税
第６期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第５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。

12/４

地域防災訓練に参加しましょう！

毎年12月の第１日曜日は地域防災の日です。
静岡県では、「地域の特性に応じた防災体制の確立」と「県
民の防災意識の高揚による減災の実現」を目的に、自主防災組
織を主体とした地域防災訓練を毎年度実施しています。
皆さんも各地域の自主防災会が行う地域防災訓練に参加しま
しょう。
問い合わせ：危機管理室☎0557（86）6443

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