広報あたみ No.695 1月 ９日発行
◆今月の主な内容◆
新年のごあいさつ ･･･････････････････････ ２
温泉の歴史をひもとく「熱海温泉誌」･･･････ ４
税の申告は正しくお早めに！ ･････････････ ８

タオルで作った
ひつじの帽子をかぶったよ！
澄み切った青空の下、初島保育園の園児の皆さんが、今年
の干支であるひつじの帽子をかぶって、初島漁港まで散歩
に出かけてくれました。
みんな、素敵な笑顔をありがとう!!

魅力ある熱海の実現に向けて
さて昨年を振り返りますと︑ソチ
オリンピックのフィギュアスケート
をはじめ︑野球︑テニスなど︑多く
の日本人選手が世界で活躍する姿を
目にすることができ︑日本中に大き
な感動と勇気を与えてくれました︒
その一方で︑豪雨や台風による土
砂災害や火山の噴火など︑多くの犠
牲者を出した自然災害は︑尊いご家
族を失われた方々のみならず︑東日
本大震災からの復興を願う多くの日
本人にとっても大きな衝撃と悲しみ
をもたらしました︒
経済に目を移しますと︑デフレか
らの脱却︑富の拡大を目指す﹁アベ
ノミクス政策﹂により︑株価の上昇
や雇用の拡大などの効果が出てきて
おりますが︑消費税の引き上げによ
り︑国民の生活に対する負担は増大
し︑景気回復や豊かさを実感するま
でには︑もうしばらく時間と努力が
必要であります︒
観光を基幹産業とする本市にとり
ましても︑日本全体で景気が回復し︑

多くの観光客が訪れ︑にぎわいあふ
れる観光地となることで︑その効果
を実感することができ︑市民に対す
る富や豊かさをもたらしてくれるも
のと考えております︒
そのような中︑市役所新庁舎の完
成や新中学校の開校など︑財政危機
から元気な熱海へと躍進すべく環境
整備を行っており︑観光客をお迎え
する玄関口となる駅前広場について
も着々と整備が行われております︒
市議会といたしましても︑行政運
営のチェック機関としてのみならず︑
市政の中心である市民の皆様の代表
として︑誰もが暮らしやすく住むこ
との喜びを実感できる魅力ある熱海
にしていくため︑今まで以上に努力
をしてまいる所存でありますので︑
本年も変わらぬご支援とご協力を賜
りますようお願いを申し上げます︒
結びに︑新しい年が市民の皆様に
とっ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︑
新年のご挨拶とさせていただきます︒
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明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︑市議会に対しまして︑
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︒

熱海市議会議長
髙 橋 幸 雄

栄
明けましておめでとうございます︒
皆様には清々しく新春をお迎えの
ことと心からお慶び申し上げます︒
昨年は本市において︑大型プロ
ジェクトが続々と完成した年でした︒
４月には︑市政の長年の課題であり
ました市役所新庁舎が完成しました︒
新消防庁舎と合築し︑明るく機能的
なスペースで市民の皆様をお迎えす
ることができるようになりました︒
また同月︑熱海中学校と小嵐中学校
が統合した新生熱海中学校が開校し
ました︒真新しい校舎︑そして一学

﹁住まうまち熱海づくり﹂
に向けて

熱海市長
齊 藤

年の生徒数が増えることにより︑よ
り良い教育環境が整備されました︒
また同時期に︑中央保育園が民設民
営で新たなスタートを切りました︒
園舎の耐震性が確保されただけでな
く︑延長・休日保育など保育環境が
大幅に充実されました︒さらに︑６
月にはジャカランダ遊歩道が完成し
ました︒梅園︑糸川遊歩道に続く熱
海の新たな花の観光名所が誕生し︑
観光客のみならず市民にとっての憩
いの場となっております︒
昨年９月︑私は市民の皆様の負託
をいただき︑引き続き三期目の市政
運営を担わせていただくことになり
ました︒市長就任以来︑財政の建て
直し︑市庁舎や中学校などの耐震化︑
シティプロモーションの強化などに
よる宿泊客増などに積極的に取り組
み︑着実に成果を上げてまいりまし
た︒一方で︑少子高齢化の進展など
に伴うさまざまな課題が依然として
存在し︑特に人口減少問題は︑本市
の最重要課題となっております︒
熱海発展の歴史を振り返れば︑政
財界の要人の保養地として発展した
明治中頃から大正にかけてと︑新婚
旅行や社員旅行の多くの来遊客で観
光地として発展した昭和の高度経済
成長期と︑本市には二度の大きな成
長期がありました︒第二の成長期の
ピークから現在までの約 年の間︑
一貫して人口が減り続けている状況
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に対して︑﹁住まうまち熱海づくり﹂
を本格的に進めることが︑人口減少
に歯止めをかけていくものと考えて
おります︒具体的には︑働き世代の
市外転出を防ぐため︑就業や住宅の
確保︑子育て支援や児童福祉などに
力を入れてまいります︒また︑高齢
者を大切にするまちづくりを進める
ため︑高齢者の外出支援や孤立化の
防止などを図ってまいります︒
﹁住まうまち熱海づくり﹂に関連
して︑今年特に力を入れたいと考え
ているプロジェクトが二つあります︒
一つ目は︑上宿町市有地︵旧岡本ホ
テル跡地︶における市民ホールや図
書館などからなる﹁市民の集う場﹂
の整備です︒この土地は︑市民の皆
様にとって︑熱海発展の歴史や文化
を感じられるとともに︑世代を超え
た交流の場となるよう整備してまい
ります︒二つ目は︑県立熱海高校の
魅力向上です︒通学路となる﹁さく
らの名所散策路﹂の整備に併せて︑
市内唯一の県立高校を強化すること
は︑卒業生の地元への定着︑ひいて
は市外への人口流出対策につながる
と考えております︒
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︒新年が皆様そして熱海市
にとりまして︑素晴らしい年になる
ことを心から祈念いたしまして︑新
年のご挨拶とさせていただきます︒
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スタート

いいえ

平成27年１月１日現在、熱海市に居住していましたか？

平成27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26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
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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。
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申告に必要なもの

①印鑑
②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︶
③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
④医療費控除を受ける人は︑医療費
の領 収 書︵ 高 額 療 養 費 ︑出 産一時
金︑保険金︑損害賠償金などを受
け取った場合はその金額がわかる
もの︶
⑤国民年金保険料︑健康保険など社
会保険料控除を受ける人は︑納付
額の証明書または領収書
⑥生命保険料控除・地震保険料控除
を受ける人は控除証明書
⑦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︵本人分・扶養家族
分︶
⑧前年分の確定申告書︑収支内訳書
の控えなど
⑨筆記用具・計算機
⑩﹁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︶
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を受けることにより確定申告をす
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
□扶養控除︑社会保険料控除︑寄附
金控除などを受けようとする人
□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

収入に公的年金は含まれますか？

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・県民税申告フローチャート

( ３)５１５
( ６)１４２〜６

税 の 申 告 は 正 し く お 早 めに ！
問い合わせ

☎０５５７
☎０５５７
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◆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
︵月︶
から３月 日
︵月︶
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︒
□住宅ローンなどでマイホームを購
入した人や新築・増改築をした人
︵月︶
までに申
︻申告期限の３月 日
告されない場合は︑市・県民税の
住宅借入金等特別控除額が適用さ
れませんのでご注意ください︒︼
□病気やけがなどで多額の医療費を
支払った人
□扶養控除︑社会保険料控除︑寄附
金控除などを受けようとする人
□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

※熱海市役所および支所では、事業所得、譲渡所得、消費税及び地方消費税、贈与税の申告
受付および相談は行っていませんので、熱海税務署へお問い合わせください。
※熱海市役所第一庁舎へお越しの際は、上宿町市有地駐車場（旧岡本ホテル）をご利用くだ
さい。
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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

16

16

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（月）〜
３月16日（月）
（土・日を除く）
２月３日（火）
・27日（金）
２月６日（金）
・25日（水）

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（月）〜27日（金）
（土・日を除く）

熱海市役所 第一庁舎
４階第１・第２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・第２会議室
南熱海支所２階会議室
泉公民館（泉支所）
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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
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薬による禁煙方法

☆薬局の禁煙グッズで治療
薬局やドラッグストアなどで買う
ことができ︑薬剤師が禁煙のコツを
アドバイスしてくれます︒
薬剤師への相談は無料ですが︑禁
煙補助剤の購入は保険適用がなく︑
実費になります︒
例 市販用のニコチンパッチ
ニコチンガム

その他の禁煙方法
薬を使う方法以外にも︑禁煙には
さまざまな方法があります︒
禁煙支援の書籍も多く発行されて
おり︑禁煙に関する情報をまとめた
インターネットサイトもたくさんあ
ります︒ぜひ検索して︑活用してく
ださい︒
また︑健康づくり室では︑禁煙外
来の紹介だけでなく︑禁煙補助剤を
使わない禁煙相談も随時行っていま
す︒お気軽にお問い合わせください︒

喫煙時は周囲への配慮を
禁煙できない人も︑たばこを吸う
ときには周囲への配慮を忘れないよ
うにしましょう︒
一人の喫煙者がたばこを吸ったと
き︑周りの人が発がん物質の影響を
受けないようにするためには︑最低
でも７ｍの距離が必要です︒換気扇
の下で吸っても分煙にはなりません︒
たばこを吸う場所と時間をもう一
度見直し︑周りの人に迷惑がかから
ない吸い方を考えてみてください︒

☆喫煙マナー
○歩きたばこをしない
○吸殻のポイ捨てをしない
○携帯灰皿を持つ
○喫煙場所以外︵路上も含め︶で吸
わない
○未成年はもとより︑成人にもたば
こを勧めない︑与えない

○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︑毎週１回全５回の教室です︒
対象者
歳以上の人
日時 ２月 日︑ 日︑３月２日︑
９日︑ 日︵毎週月曜日︶
午後１時 分〜３時 分
場所 南熱海支所
定員
人︵応募多数の場合抽選︶
申込期限 ２月５日︵木︶

応援する教室

皆さんの健康づくりを

参加者募集

○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る︑
全４回の教室です︒
対象者
歳以上の人
日時 ２月 日︑３月５日︑
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
定員
人︵応募多数の場合抽選︶
申込期限 ２月 日︵火︶

30

30

１日にたばこを１箱吸うと︑２カ
月で約２万５千円︑１年間で約
万円を燃やすことになります︒禁煙
で浮いたお金で︑あなたなら何をし
ますか？
禁煙がつらいのは依存症のせいで
す︒薬による禁煙方法ならば︑依存
症の症状を減らして禁煙に取り組む
ことができます︒保険による治療が
受けられる場合もあるので︑ぜひ活
用してください︒
☆医療機関で治療
医療機関で治療する際には︑保険
を適用できる場合があります︒熱海
市では一部の医療機関で保険による
治療が受けられます︒
保険が適用できるのは︑①〜④の
条件を全て満たす人です︒
①ニコチン依存症スクリーニングテ
ストで５点以上の人
②１日の喫煙本数 ×
喫煙年数の数値
が２００以上の人
③直ちに禁煙したいと考えている人
④禁煙治療を受けることに文書で同
意できる人
飲み薬で治療し︑保険適用で３割
負担の場合︑自己負担額は２万円程
度になります︒なお︑保険が適用さ
れた場合でも︑薬物が使えないこと
があります︒

23

30

16

16

26

26

30
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15
11

65

20

65

19

20

15

24

たばこによる健康被害
たばこの煙には２００種類以上の
有害物質が含まれており︑中には発
がん物質も含まれています︒たばこ
は肺に限らず全身に被害をもたらし︑
喫煙者のみならず︑周りの人にも影
響を及ぼします︒
図：セルフドクターネット(http://www.selfdoctor.net/)より

たばこによる健康被害の主なもの
には︑肺がん・心疾患・脳血管疾患
などがあります︒また︑原因の９割
が喫煙というＣＯＰＤ︵慢性閉塞性
肺疾患︶は全世界的に増加しており︑
平成 年には日本人の死因の第９
位になっています︒
ＣＯＰＤはたばこなどの煙に含ま
れる有害物質が原因で肺が炎症を起
せき
こす病気で︑主な症状は慢性的な咳
たん
と痰︑体を動かしたときの息苦しさ
です︒ゆっくりと進行するため︑早
期に気づきにくいことが特徴です︒
重症化すると︑息苦しさのために日
常生活に支障をきたしたり︑風邪な
どをきっかけに急に症状が悪化した
りします︒
それ以外にも︑たばこは上の図の
ようなさまざまな健康被害を引き起
こします︒これらの健康被害のリス
クを軽減︑回避するためには︑禁煙
することが必要になります︒
25

実は怖い副流煙

受動喫煙への配慮を忘れずに

副流煙とは︑火をつけたたばこか
ら立ちのぼる煙のことです︒喫煙者
が吸い込む煙︵主流煙︶より多くの
有害物質が含まれており︑この煙を
吸い込むことを受動喫煙と言います︒
喫煙した後に口や肺に残っている
煙や︑洋服や髪の毛に残った煙から
も影響を受けることが明らかになっ
ています︒
周囲にいる人に受動喫煙をさせな
いよう︑喫煙するときには配慮を忘
れないようにしましょう︒

10
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〝たばこの害〟から
命と健康を守ろう

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

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

静 岡 県 健 康 総 合センターが
発 表した平 成 年の特 定 健
診 標 準 的 質 問 票 の 結 果 に よる
と ︑熱 海 市 は ︑喫 煙 者 の 割 合
が男女ともに県下１位です︒特に︑女
性の喫煙率は県平均の３倍以上です︒
今回は︑たばこが体に及ぼす影響
について考えていきます︒

健康 づくり

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)6283

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26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。

熱海市交通指導員を
募集しています
危機管理室☎0557(86)6443

あなたも街頭に立って子どもた
ちの登下校を見守りませんか？
交通指導員とは、子どもの登下
校時間帯に街頭指導を行うほか、
観光行事での交通整理、交通安全
イベントなどにボランティア精神
で取り組んでいる人たちです。
「子どもを交通事故から守りた
い」という熱意のある人のご応募
をお待ちしています。詳細はお問
い合わせください。

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

市営住宅の入居申込受付と抽選
会を行います。
対象住宅：○笹良ヶ台市営住宅、
○泉寺坂市営住宅（車いす常用者
世帯限定）
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13日(火)
〜２月９日(月)
※申込者には後日、抽選日などの
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。

子どもの発達支援に関する
講演会を開催します
国際医療福祉大学熱海病院総務課
☎0557(81)9171

国際医療福祉大学の遠藤重典先
生を講師にお招きし、「発達が気
になる子どもたちの理解と対応〜
巡回相談の経験を通して〜」をテ
ーマとした講演会を開催します。
参加費は無料ですが、事前の申
し込みが必要です。国際医療福祉
大学熱海病院まで電話でお申し込
みください。また、当日は託児
（無料）が可能です。
日時：２月14日(土)
午後１時30分〜３時30分
場所：いきいきプラザ
多目的会議室
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

明治・森永・グリコ乳業特約店

１日分の
カルシウムと鉄分
（乳飲料/180ml）

リスクと戦う
乳酸菌

強さひきだす
乳酸菌

（はっ酵乳/100ml） （はっ酵乳/85g） （はっ酵乳/100ml）

健康は続けることから。だから 宅配でお届けします！
熱海市水口町11-38
TEL 0557-81-2120 FAX 0557-81-7291

富士牛乳株式会社
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「児童扶養手当法」の一部が
改正されました
子育て支援室☎0557(86)6351

公的年金を受給する人は児童扶
養手当を受給することができませ
んでしたが、平成26年12月以降
は、年金額が児童扶養手当額より
低い人は、その差額分の児童扶養
手当を受給することができるよう
になりました。
児童扶養手当を受給するために
は、子育て支援室での手続きが必
要です。詳細はお問い合わせくだ
さい。

新聞紙で作ろう！
エコバッグ教室を開催します
市民協働推進室☎0557(86)6197

新聞紙でエコバッグを作る教室
を開催します。作ってみたいけど
作り方がよくわからないという人
も、市の消費モニターさんが丁寧
に教えてくれるので安心です。紙
面や写真を生かして、自分だけの
おしゃれなエコバッグを作ってみ
ませんか。
参加には事前の申し込みが必要
です。市民協働推進室まで電話で
お申し込みください。
日時：２月12日(木)
午前10時〜正午
場所：いきいきプラザ
第１会議室
参加費：無料
定員：15人（先着順）
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

第44回逍遥忌記念祭を
開催します

1月から市民便利帳を配布

本市とＮＴＴタウンページ㈱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
を発行しています。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（発行：NTT西日本）。
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

文化交流室 ☎0557(86)6234

近代日本の演劇や文学に偉大な
足跡を残した坪内逍遥先生の功績
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(土)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。

澤田政廣記念美術館
「館蔵名品展」を開催します
澤田政廣記念美術館
☎0557(81)9211

澤田政廣記念美術館が所蔵して
いる多数の作品の中から、選りす
ぐりの名品を展示します。
期間：４月19日(日)まで
休館日：月曜日（祝日は開館）
※梅まつり期間中は無休
入館料：大 人 3 2 0 円 、 高 校 ・ 大
学生210円、小学・中学生100円
※梅まつり有料期間中は入館料が
無料になりますが、別途梅園の入
園料がかかります。

森林づくり県民税による
森林整備の推進

２月23日「富士山の日」協賛イベント 企画室 ☎0557(86)6082
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。富士山の世界文化遺産登録一周年である
今年度は、後世への継承に向け、一層の取り組みを推進しています。
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。

①「富士山の日」に関する特集コーナーの設置

日時：２月13日(金)〜28日(土)午前９時〜午後６時(月曜休館)
場所：熱海市立図書館（☎0557-86-6591）

②市文化施設の特別展示・プレゼント

日時：２月14日(土)〜23日(月) 各施設の開館時間内
※全ての施設で入館料が必要です。
★池田満寿夫・佐藤陽子創作の家（☎0557-81-3258）
池田満寿夫作のリトグラフ「二重富士」、陶板「富士」の展示
入館者に「富士山」絵はがき１枚プレゼント
★池田満寿夫記念館（☎0557-68-3258）
池田満寿夫作の陶板「富士」ほか数点展示
入館者に「富士山」絵はがき１枚プレゼント
★澤田政廣記念美術館（☎0557-81-9211）
澤田政廣作の油彩画「赤富士」、「青富士」の展示

１月24日
（土）
午前９時30分スタート
第11回熱海市民駅伝競走大会を応援しよう

静岡県東部農林事務所森林整備課
☎055(920)2170

県では、森林づくり県民税を財
源にして「森の力再生事業」を実
施し、森林整備を進めています。
この事業では、手入れが遅れた
森林や竹林の整備を通じて、快適
なくらし環境を作っています。

統計情報

広報情報室 ☎0557(86)6070

スポーツ推進室 ☎0557(86)6604
網代小学校 ― (１区中学生男子2.4km) ― ＪＡあいら伊豆下多賀支店
― (２区中学生女子2.0km) ― 上多賀保育園前 ― (３区高校生一般男
子4.1km) ― 金城館前 ― (４区小学生女子1.6km) ― サンビーチ ―
(５区高校生一般女子2.5km） ― 熱海港公園前 ― (６区小学生男子
1.6km) ― ゴール市役所 午前10時20分ごろ
※交通規制など、ご協力をお願いします

11月末の人口
人

男
女

口

38,433 人
17,350 人
21,083 人

世帯数
21,200世帯
人口前月比
△57人

11月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,564
約 328
約1,892
95.6

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,641 ㌘
全 国
約 963 ㌘
全国は24年度平均データ
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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
■福祉関係相談 障がい福祉室 ☎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
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
20日㈮ 七尾団地集会場
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

各種相談日

1㈰
2㈪

消
身

3㈫
4㈬

行

5㈭

法

早咲き日本一 あたみ桜 糸川桜まつり（糸川遊歩道）
※15日まで
熱海梅園梅まつり（熱海梅園）※３月８日まで

施設休業日

●献血（熱海市役所第二庁舎前）10：00〜12：00、13：15〜16：00

図
マ

◆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

図
マ
図
マ

◆両親学級②（いきいきプラザ）10：30〜13：30

図
マ
図
マ

6㈮
7㈯
8㈰

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※８日まで

図

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00

図

湯前神社春季例大祭（湯前神社）※10日まで

図

10 ㈫

●熱海子育て支援センター「体を動かして遊ぼう」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：30

図

11 ㈬

建国記念の日

図

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

図
マ

9㈪

12 ㈭

消人
知

法

13 ㈮

●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

14 ㈯
15 ㈰

網代温泉ひもの祭り（長浜海浜公園）※15日まで

16 ㈪

消
精ぷ

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

◆すこやか健康診査（いきいきプラザ）13：00〜14：00

釣

19 ㈭

心

●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15
●製本教室（図書館）9：30〜15：00
●熱海子育て支援センター「＜毛糸や色画用紙をはって＞
あったかラーメン」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

マ

図

20 ㈮

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00

21 ㈯

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

22 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00

23 ㈪

消人
障何

図

●熱海子育て支援センター「新聞であそぼう」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
◆両親学級③（いきいきプラザ）13：30〜16：15

24 ㈫

24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
25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

26日㈭ 多賀中学校通用門駐車場

12：40〜13：30

27 ㈮

●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

27日㈮ 熱海中学校

12：40〜13：30

28 ㈯

●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）10：00〜11：00

◇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
■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

25 ㈬
26 ㈭

法

◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30
●製本教室（図書館）9：30〜15：00

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。

マ

「全日本きもの装いコンテスト」全国大会に出場する
多賀小学校３年生
も ん じ

文字

あ

さ

み

愛紗実

さん

文字さんは歴史に関心があったことから、きものにも興味を持つようになり、小学校２年生
の春から岩澤文子先生のきもの着付けと礼法教室に通いはじめました。昨年11月に開催された
「全日本きもの装いコンテスト」東海・中部地区大会の子どもの部において最高賞の１位に輝
き、今年４月５日にＮＨＫホールで開催される全国大会への出場を決めました。
「地区大会で優勝したのも奇跡みたいだけれど、熱海で応援してくださるたくさんの人のた
めにも、熱海ってすごいと言ってもらえるように、練習をがんばって全国大会でも奇跡をおこ
したいです」と凜とした立ち振る舞いと笑顔で語ってくれた文字さんは、まさに旬な人です。

「もっと、熱海の情報が知りたい」とお考えの人へ

問い合わせ

広報情報室 ☎0557(86)6070

熱海市では、次のとおりソーシャルメディアを活用した情報発信をしています。ぜひ、ご活用ください。
名称
熱海市twitter (@atamicity)

主管課
秘書広報課

発信情報
熱海市からのお知らせやイベント情報、防災情報など

熱海市役所 広報
facebook

秘書広報課

熱海市からのお知らせやイベント情報など

熱海市役所 産業振興
facebook

観光経済課

熱海市と商工会議所が連携して行う個店支援事業
A-biz からのお知らせやイベント情報など

意外と熱海

観光経済課

熱海のイベントや熱海の意外な魅力など

facebook
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MOA美術館
市民招待券

MOA美術館

かきつば た

尾形光琳300年忌記念特別展「燕子花と紅白梅」

２月５日(木)
〜11日(水・祝)

光琳アート

※１人有効

―光琳と現代美術―
2015年２月４日(水)〜３月３日(火)

MOA美術館 ☎0557(84)2511

2015年は、尾形光琳の没後300年にあたります。これを記念して開催する特別展「燕子花と紅白梅」では、
光琳の二大傑作である国宝「燕子花図屏風」と国宝「紅白梅図屏風」を同時に展観いたします。また、光琳100
年忌、200年忌などで紹介された光琳の名品や、光琳の影響がうかがえる現代美術もあわせて展観いたします。
光琳美術の系譜を概観できる特別展に、ぜひお越しください。
【熱海市民無料招待】
期間：２月５日(木)〜11日(水・祝)
上記期間中、右上の市民招待
券を持参していただくと、１枚
につき１人入館無料になりま
す。市民招待券を切り離してお
持ちください。
国宝

燕子花図屏風（右隻） 尾形光琳筆

江戸時代

18世紀

根津美術館蔵

開館時間：午前９時30分
〜午後４時30分
（入館は午後４時まで）
入 館 料：大人1,600円
65歳以上1,200円
（要身分証明）
高校・大学生800円
（要学生証）
中学生以下無料
休 館 日：期間中無休
国宝

紅白梅図屏風

納期のお知らせ

２月２日（月）
■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。

ご存知
ですか？

尾形光琳筆

江戸時代

18世紀

MOA美術館蔵

すまい給付金
すまい給付金事務局
ナビダイヤル☎0570(064)186

消費税率の引き上げに伴う負担を緩和するため、新消
費税率でマイホームを買った人とこれから買う人に、収
入に応じて最大30万円が支給される国土交通省の制度
です。
申請には要件があります。ナビダイヤルまでお気軽に
お問い合わせください。

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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