広報あたみ No.700 6月 10日発行
◆今月の主な内容◆
平成26年度熱海市の財政状況 ･･･････････････ ２
熱海市職員採用資格試験 ････････････････････ ４
広報あたみの歩み ･･････････････････････････ ７
国民健康保険税について ････････････････････ ８

下多賀町内会 第10回グラウンドゴルフ大会
５月10日、初夏を思わせる澄み切った晴天のなか、小学生から
お年寄りまで約120人が参加したグラウンドゴルフ大会。家族やご
近所でチームをつくり８つのホールで競技を行いました。
勝敗より世代を超えた交流を楽しむ姿が多く見られ、子どもを応
援するご近所の声援にうれしさを感じました。

一般会計

予算の執行状況

平成

26

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25年度からの繰越明許費を含みます。
予 算 額
収入済額

年度

191億9,560万円
165億3,952万円 執行率 86. 2%

熱海市の財政状況

歳入

歳入全体の収入済額は昨年同時期（179億8,421万円）に比べ14億
4,469万円減少しました。主な要因は、大規模建設（新市庁舎・新消防
庁舎など）がほぼ完了したことにより、市債（※建設事業等の財源を
調達するために行う長期の借金のこと）が昨年同時期（17億7,170万
円）に比べ15億7,130万円減少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、1億9,062万円増の96億8,119万円
になりました。
市債 1.1%
1億7,220万円
（13億3,050万円）

県支出金 4.3%
7億1,066万円
（11億7,013万円）

国庫支出金 10.1%
16億7,514万円
（23億1,394万円）

その他 4.5%
7億3,545万円
（7億4,760万円）

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
26.2%

歳入

地方交付税 6.2%
10億3,337万円
（9億7,159万円）
繰越金 2.3%
3億8,636万円
（4億2,972万円）

市税 58.5%
96億8,119万円
（98億6,931万円）

諸収入・財産収入
手数料ほか 13.0%
21億4,515万円
（23億6,281万円）

歳出

予 算 額
歳出済額

191億9,560万円
158億7,171万円 執行率 82. 7%

歳出全体の支出済額は昨年同時期（172億5,408万円）に比べ13億
8,237万円の減少となっています。主な要因は、新生熱海中学校校舎改
築事業の完了などにより、教育費が昨年度同時期（22億8,628万円）に
比べ、7億9,102万円減額したことによります。また、10月に発生し
た台風18号により多賀中学校が被災したことで、災害復旧費が2,954
万円増額となりました。

公債費 12.0%
19億416万円
（19億2,685万円）

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 0.4%
5,927万円
（1億2,586万円）

教育費 9.4%
14億9,526万円
（16億2,015万円）
消防費 4.3%
6億7,663万円
（10億1,513万円）
土木費 10.8%
17億1,442万円
（21億6,005万円）
観光商工費 2.3%
3億6,141万円
（4億6,892万円）
農林水産業費 1.2%
1億8,648万円
（3億4,694万円）

議会費・総務費 16.4%
26億702万円
（36億7,536万円）

歳出

民生費 33.8%
53億6,814万円
（60億7,776万円）

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︵ ︶６１３３

自主財源
73.8%
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衛生費 9.4%
14億9,892万円
（17億7,858万円）
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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）

63億 116万円

57億4,816万円（91.2%）

60億7,299万円（96.4%）

5,400万円

5,399万円（99.8%）

5,396万円（99.8%）

公共用地先行取得事業

540万円

539万円（99.9%）

539万円（99.9%）

離島初島簡易水道事業

4,491万円

4,828万円（107.5%）

4,354万円（96.9%）

43億1,562万円

40億7,645万円（94.5%）

42億196万円（97.4%）

2,360万円

2,559万円（108.4%）

2,190万円（92.8%）

6億3,946万円

6億 201万円（94.1%）

5億6,908万円（89.0%）

駐車場事業

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

目

的

46.2%
0.3%

総務

12億4,580万円

7.2%

民生

1億1,046万円

0.7%

保健衛生

1億8,186万円

1.1%

農林水産

3億 171万円

1.8%

観光

12億5,366万円

7.3%

土木

15億3,547万円

8.9%

公営住宅

1億3,747万円

0.8%

都市計画

9億8,183万円

5.7%

消防

4億3,198万円

2.5%

教育

17億 108万円

9.9%

3,648万円

0.2%

89億4,633万円

52.0%

5,824万円

0.3%

2,261,438.84㎡
8,068,053.41㎡

有価証券

銀行株券など

無体財産権

災害復旧債
※

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

5,608万円

0.3%

1億7,073万円

1.0%

172億177万円

100.0%

※その他は、臨時財政対策債57億7,265万円、退職手当債13億
1,011万円などです。

市が所有している財産です。（平成27年3月31日現在）

10,329,492.25㎡

行政財産
普通財産

構成比

5,259万円

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4億2,687万円増加しました。
これは、ごみ焼却施設（エコ･プラン
ト姫の沢）の修繕などを目的として起
債した市債借入額が昨年に比べ増加し
たことが主な原因です。
また、平成26年度には、ごみ運搬車
購入事業、ごみ焼却施設整備事業など
について借り入れを行いました。

その他

額

79億3,391万円

公有林

土地

金

普通債

平成27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。
道路や下水道、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、単年度の市税等だけでは賄い
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、後年度に市税等
で返済していきます。

市有財産
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歳入（執行率）

2,633万円

建物

226,218.71㎡

行政財産 224,328.97㎡
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 行政目的に直接供用
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
目的に直接供されることのない
もの。

平成

年度
実施

27

熱海市職員

熱海市では︑限られた職員数で効
率的に業務を遂行するため︑﹁市民
の目線で自ら考え︑果たすべき使命
の理解と実践を同時に行い︑常に成
長していく職員﹂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︒
なお︑一般事務︵短大卒・高卒︶︑
消防などの試験の詳細は︑広報あた
み８月号でお知らせします︒

試験日・申込書など

募集人員

一般事務 人程度︑土木技術１
人︑電気技術１人︑幼稚園教諭２
人程度︑保育士４人程度︑保健師
２人程度︑消防４人程度

日︵日︶

６月 日︵金︶〜７月 日︵金︶
︵土・日曜日を除く︶
午前８時 分〜午後５時 分
ただし︑７月５日︵日︶に限り︑
※
午後１時〜５時まで受け付けます︒

申込期間

７月

第一次試験日

10

申込方法

10

15

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︒

30

採用
資格試験

28

26

26

人事研修室☎0557（86）6036

問い合わせ

4
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幼稚園教諭・保育士・保健師の職種を除き、熱海市内に在住する人
（採用後に市内に居住できる人を含む）で、次の表にある職種の区分
に応じ、それぞれ同表に定めるいずれかの受験資格に該当する人

職種および受験資格
職 種
一般事務
（大学卒）

受 験 資 格
昭和60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28年３月までに大学卒業見込みの人

土木技術

高校卒業以上の学歴を有する人（「大検」または「高認」に合格した
人を含む）で、かつ、土木専門課程を履修して卒業した人または平成
28年3月までに卒業見込みの人で、次のいずれかに該当する人
①大学卒 昭和60年４月２日以降に生まれた人
②短大卒 昭和62年４月２日以降に生まれた人
③高 卒 平成 元 年４月２日以降に生まれた人

電気技術

昭和56年４月２日以降に生まれた人で、電気主任技術者または電気
工事士の免状を有する人

幼稚園教諭

昭和56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28年３月までに取得見
込みの人

保育士

昭和56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28年３月までに取得見
込みの人

保健師

昭和56年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許を有する人ま
たは平成28年３月までに取得見込みの人

※一般事務（短大卒・高卒）、消防などは、平成27年９月20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。

若手職員の声

平成26年度に採用された職員２人に、自分たちの仕事につい
て語ってもらいました。

市民生活課
はや

かわ

早川

しょう

憧

保険年金室

多賀幼稚園

職員

片桐

ぎり

すず

か

涼香

教諭

自分が育った街である熱海市で

幼稚園では一番年齢が低い３歳

働きたいと思い、熱海市役所の採

児の保育を担当しています。生ま

用試験を受けました。現在は保険

れ育った地元に貢献できればと思

年金室で、国民健康保険と医療費

い、熱海市で幼稚園教諭として働

に関する仕事を行っています。窓

くことを決めました。

口での業務は時と場合に応じた対

子どもたちの人間性の基礎とな

応が求められるため戸惑うことも

る大切な時期を一緒に過ごすた

ありますが、市民の皆さんに「ありがとう」と一言いただ

ため、責任は重大です。20人いるクラスの子どもたちを

けるだけで励みになります。

まとめるのは大変で、全員にこちらを向かせるだけで一

仕事をするうえでは、研修でも教わった「目配り」「気
配り」を常に心がけ、より良い人間関係を構築できるよ

5

かた

苦労ですが、一人ひとりの成長を見ることができるので、
日々うれしいことがたくさんあります。

う努めています。また、窓口に来ているお客様をお待た

３歳児にとっては私が最初の担任の先生になるので、

せしないよう、迅速かつ正確に業務を行うように心がけ

子どもたちに「先生っていいな」「幼稚園っていいな」と

ています。

思ってもらえるよう、日々努力しています。

今後も正しい言葉遣い

同じ園の先生方がいろ

や目配り、気配りを心が

いろなことを教えてくだ

け、「この人にならこの仕

さるので、とてもありが

事を任せたい」と言って

たいです。私ももっと子

もらえるような、信頼の

どもたちに慕ってもらえ

ある職員になりたいと思

るよう、努力していきた

います。

いです。

保健師インターンシップ
インターンシップとは、学生の皆さんが在学中に職業体験をすることができる制度です。熱海市では、平
成28年度に保健師として就職を考えている人を対象に、インターンシップを開催します。
保健師は、市民の皆さんの健康増進や疾病予防などのサポートを行う重要な仕事です。実際の業務を体験
し、行政保健師の活動や市役所の仕事、働く場としての熱海市を知ってもらうとともに、先輩保健師との交
流を通して職場の雰囲気を感じてください。
参加を希望する場合は、熱海市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ

対 象 者
開催日程
募集人員

健康づくり室☎0557（86）6310

保健師として就職を希望する昭和56年４月２日以降に生まれた人で、
保健師養成課程既卒者および平成28年３月卒業見込みの人
平成27年８月４日（火）〜７日（金） ４日間
５人以内

プログラム

8/4

8/5

午前

・オリエンテーション
・乳幼児相談

午後

・７〜８カ月児相談
・ストレッチ教室

午前

・母子訪問
・執務室事務

午後

・初島診療所見学
・特定健診情報処理

8/6

8/7

午前

・地域での体操
・特定健診情報処理

午後

・２歳児歯科健診
・健康相談・母子手帳交付など

午前

・子宮がん検診車
・母子訪問

午後

・若手保健師との交流会
・まとめ
※プログラムは変更することがあります

昨年度の様子
←介護予防教室での活動︵体操︶

参加者の声

病院に就職するか自治体保健師に
なるか迷っていましたが、４日間保
健師さんと行動することで、市民の
皆さんから頼りにされる姿を何度も
目にし、保健師を目指そうと心に決
めました。

→幼児教室での活動︵リズム体操︶

大学でも実習を行っていました
が、実際にインターンシップに参加
して、保健師の担う役割について、
深く理解することができました。担
当の保健師さんと一緒に動くこと
で、市民の皆さんからの生の声を聞
くことができ、保健師が普段どのよ
うに市民の皆さんと接しているのか
も知ることができました。
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皆さんとともに700号

広報あたみの歩み
今月号で、広報あたみは700号を迎えました。ここでは、600号から699号までの記事とともに、
熱海市と広報あたみの歩みを振り返ります。
問い合わせ

2007年
７月号（605号） ・市制施行70周年記念イベント
８月号（606号） ・ＪＲ熱海駅構内「熱海コンシェルジェ」完成
10月号（608号） ・ムーンテラス「恋人の聖地」銘板の除幕式
11月号（609号） ・池田満寿夫記念館オープン

2008年
２月号（612号） ・熱海梅園に足湯完成

2009年
３月号（625号） ・この秋、静岡で文化の祭典
７月号（629号） ・水道100年

熱海のきれいな水

８月号（630号） ・平成22年４月１日より
可燃ごみの処理費が有料となります

2010年
５月号（639号） ・湯楽YOU楽体操
６月号（640号） ・1543〜1860〜2010年

日本・ポルトガル

（熱海・カスカイス市姉妹都市提携20周年、
日本・ポルトガル修好通商条約150周年）

2011年
２月号（648号） ・泉支所・泉公民館が新しくなりました！
３月号（649号） ・あなたのお宅のテレビは
地上デジタル放送が見られますか？
８月号（654号） ・東日本大震災

熱海市から被災地への支援

2012年
２月号（660号） ・熱海ブランドA-PLUS誕生！

2013年
10月号（680号） ・あなたの挑戦応援します
A-bizこの１年の軌跡

2014年
２月号（684号） ・意外と熱海

熱海進化宣言！

４月号（686号） ・新庁舎（第一庁舎・消防庁舎）完成
・新生熱海中学校開校
５月号（687号） ・市民が主役の番組誘致活動
ADさん、いらっしゃい！
・ジャカランダ遊歩道 完成

2015年
４月号（698号） ・おもてなしの心で入館者10万人達成

7
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9,000

0

0

平成25年度

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

510,000円

改正なし

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

160,000円

+20,000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

140,000円

+20,000円

について

33

年３月末現在の人口３万８２８４
人のうち︑国民健康保険の加入者は
１万４００９人の約 ・６％︑そのう
ち 歳以上の人は６４４６人と国
保全体の約 ・０％を占める一方︑
歳代から 歳代のいわゆる現役世
代の加入者は４６７９人の約 ・
４％となっており︑高齢者の加入割
合が依然高い状況となっています︒
土地、家屋の固定資産税×25％

平成27年度の国民健康保険税率

全被保険者対象

介護納付金分の賦課限度額の改正の
みを実施し︑税率改正は行わないこ
ととなりました︒
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︑ご理解いただきます
ようお願いいたします︒

歳〜

歳対象

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−基礎控除33万円

市民税室まで
☎０５５７︵ ︶６１４３

税に関する問い合わせは

64

50 46

健全な国保財政運営のために

② 資 産 割

介護納付金分

改正なし

後期高齢者支援金分

前年中の※基準総所得金額×6.5％

医療給付費分

① 所 得 割

40

65

20

増大する医療費を賄うための主な
財源は︑国や県などからの負担金・
交付金のほか︑加入者の皆さんから
集める国民健康保険税です︒しかし
主な財源である保険税収入は︑現役
世代数の減少などにより伸び悩み︑
財政状況は依然厳しい状況が続いて
おり︑本来であれば税率改正をお願
いする必要があります︒
しかし︑
①平成 年度から 年度まで３年
続けて税率改正を実施していること
②平成 年４月から消費税率が
８％となり︑診療報酬が改定された
ことで加入者の負担が増加している
こと
などを総合的に勘案し︑平成 年度
においては︑後期高齢者支援金分と

平成26年度との比較
分
区

27

国民健康保険税

15,000

30

36

26

27

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 年度は税率改正の見直しは
見送りし︑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︑ご
協力をお願いします︒

45

平成27年度

86

3,000

5

平成24年度
平成23年度

6,000

被保険者数
10

24

増え続ける医療費

18,000

国民健康保険は︑加入者の皆さん
が安心して医療を受けられるように
するための制度であり︑各市町が保
険者となってその運営をしています︒
国民健康保険財政は︑高齢化社会
の進展に伴う医療費の増加により
年々ひっ迫しています︒本市の平成

20

保険給付費
15

12,000

14,705
15,158
15,692
25

26

27

21,000

40.5
40.2
40.0
35

24,000

40

（人）
（億円） 保険給付費と被保険者数の推移

8
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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

のお知らせ

機関の窓口での支払いを、自己負担

10

保険証更新

国民健康保険に加入している70

27

国民健康保険
保険証 受･給者証の更新

70歳未満の医療費限度額適用

国民健康保険被保険者証

医療費限度額適用制度を
ご利用ください

平成 年 月１日から保険証が
更新されます︒新しい保険証︵藤色︶
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さ
れる場合は︑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︑昨年申し込みされた人も
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

医療費が高額になったら…

限度額までとすることができます。

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

申込期間 平成 年７月１日︵水︶
〜８月 日︵金︶

象者のうち、住民税非課税世帯の人

70

国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険高齢受給者（70歳〜
74歳）および後期高齢者医療制度対

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︵藤色︶を７月中旬に住所
地へ郵送します︒

70歳以上の医療費限度額適用

自己負担割合の見直し

ことがあります。

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︒

ただし、国民健康保険税に未納が
あると認定証の交付が受けられない

28

27

ができます。

印鑑、身分証明書
申込開始

８月３日（月）から手続き

ができます。

27

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３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。

28

27

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

国民健康保険被保険者証

平成 年８月１日から保険証が
更新されます︒新しい保険証︵緑色︶
は︑７月中旬に住所地へ郵送します︒

持 ち 物

保険料のお知らせ

保険年金室または各支所

の窓口で直接お申し込みください。

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︑保険料率は昨年と同じです︒
保険料は２年に１度改定され︑次回
は平成 年度です︒

申込方法

後期高齢者医療保険料率（平成26･27年度）
①均等割額

３８，５００円
前年中の

②所得割額

基準総所得金額※
×７．５７％

賦課限度額

５７０，０００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

「乳がんの見つかる人の割合」実際と予測

乳がん検診受診者（平成26年度）
胃がん検診

6.8

104

3

大腸がん検診

9.1

239

14

10.2

70

8

7.3

10

3
乳がん検診

子宮頸がん検診

70人

乳がんまたは
乳がんの疑いの人

616人

精密検査実施者

70人

8876人中

精密検査実施者

8人

未受診者が受診した場合を予測すると・・・

10
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早期発見・治療が命を救います

6

６月１日より各種健康診
査が始まりました︒健診は
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︒忘れずに受診しま
しょう︒

72

乳がんまたは
乳がんの疑いの人

1008人中

この結果を踏まえ︑乳がん検診未
受診者である８８７６人が受診した
場合を予測してみると︑乳がん・乳
がん疑いの人が新たに 人発見され
る計算となります︒
各種がん検診未受診者の中には︑
職場健診や人間ドックで受診した人︑
すでに治療中の人なども数に含まれ
ていますが︑大部分は全くがん検診
を受けていない人だと想定されます︒

20.3
胸部検診

50

26

70

精密検査
実施者
（人）

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

がんが潜んでいる
可能性はこんなに高い

26

70

がんまたは
がんの疑い
の人(人)
受診率
（％）
がん検診内容

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

国民の３人に１人が﹁がん﹂で亡
くなると言われており︑もはや国民
病と言える時代に突入しています︒
がんは早期発見・早期治療が重要
です︒国はがん検診受診率 ％を
目指していますが︑平成 年度熱
海市がん検診受診状況を見ると︑ど
のがん検診においても︑受診率が低
いことがわかります︒
それでは︑がん検診を受けてい
ない人の中には︑どのくらい﹁が
ん﹂が潜んでいるのでしょうか？
乳がん検診︵平成 年乳がん検診
の対象者９８８４人︶を例に挙げて
みると︑受診した人は対象者の１割
である１００８人で︑そのうち精密
検査を受けた人は 人︑その結果︑
乳がん・乳がん疑いの人は８人でし
た︒
平成26年度熱海市がん検診受診状況

健康 づくり

乳がん検診未受診者

20.9

３位

忙しくて時間がない

18.7

突然がんになるわけではない

持病があり
定期的に通院している

平成 年度の全国特定健診受診率
は ・２％︑熱海市は ％弱にと
どまっています︒
また︑特定健診を受診しない人の
理由の上位は︑次表のような調査結
果となっており︑この結果は全国的
にも同じような傾向となっています︒
特定健診を受けない理由の２位に
挙げられている﹁持病があるので定
期的に通院している﹂という人は︑
糖尿病などの一つの疾患で病院に受
診している場合︑限られた検査しか
行っていない場合がありますので︑
どの健診を受けるとよいか医師に相
談しましょう︒

２位

がん検診未受診者の中には︑以前
受診して︑特に問題がなかったから
という理由で︑受診しない人も見受
けられます︒個人差はありますが︑
がんが１㎝になるのにおよそ 年か
かると言われています︒突然がんに
なるわけではなく︑がんの芽は時間
をかけて育ちます︒
一回の検診で１００％がんを発見
できるわけではありません︒がん検
診の対象となっている人は︑間隔を
あけず定期的に検診を受けましょう︒

22.6

各種健康診査は
とてもお得なんです

ちゅうちょ

先の特定健診を受けない理由の５
位には︑お金がないからという理由
があります︒健康診査はお金がかか
ると躊躇している皆さん︑ここで少
し考えてみてください︒
確かに各種健診にはそれぞれ自己
負担額があります︒例えば乳がん検
診は１０００円ですが︑自費で同様
の検診を病院で受けると７０００円
〜９０００円かかってしまいます︒
差額は市から補助されていますの
で︑ぜひともお得な熱海市の各種健
診をご活用ください︒

特定健診の自己負担額の訂正

５月末に健康診査の受診券を郵送
した中で︑一部の人に特定健康診査
の自己負担額に誤りがありました︒
対象者にはおわび文書と共に負担
額変更の﹁ハガキ﹂を郵送させてい
ただきましたので︑受診の際には︑
受診券と共にこの﹁ハガキ﹂をご掲
示くださいますようお願いいたしま
す︒
対象者
歳〜 歳の非課税世帯
︵平成 年度︶に属する人
︵誤︶１０００円↓︵正︶５００円

26 64
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15
11

特に理由はない

30

１位

特定健診は健康状態を
知るチャンス

60

24

46

特定健診を受けない理由上位3位
（熱海市平成21年度調査）

10

特定健診はメタボリックシンド
ロームに関連した生活習慣病を発見
する基本的な健診です︒
静岡県の調査では︑熱海市は県下
でもがん︑心臓病︑脳血管疾患で亡
くなる人の割合が高いことが分かっ
ています︒これらの病気を早期に発
見し︑経過観察︑生活習慣の改善︑
早期治療をするためには︑自分の健
康状態を確認する﹃特定健診︵メタ
ボ健診︶﹄も重要です︒
国は特定健診受診率を ％にま
で上げる目標を立てているのに対し︑

40

％
由
理
順位

検診受付（南熱海マリンホール）
乳がん検診車

水道・温泉メーター取り替え

第64回

水道温泉課工務施設室
☎0557(86)6506

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28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。

まち歩きガイド養成講座(初級)
受講生募集！
観光推進室☎0557(86)6371

熱海のまちを歩きながら、観光
客に、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。
受講期間：７月４日(土)〜10月
31日(土) 全７回
内容：歴史や観光資源などに関
する講義や実地研修
受講料：3,000円(資料代ほか)
募集期限：６月30日(火)まで
申込方法：電話、メールもしくは
窓口でお申し込みください。詳細
はお問い合わせください。
kanko@city.atami.shizuoka.jp

統計情報

しの

源実朝を偲ぶ仲秋の名月伊豆山歌会

仲秋の名月に、歌人将軍として知られる源実朝を偲んで歌会を開催
します。
開催日：９月27日（日）
時間・場所：歌会 午後２時〜
ハートピア熱海
献歌 午後６時30分〜 伊豆山神社
◆郵送による投稿
投稿期限：一般の部
８月６ 日(木)必着
ジュニアの部 ７月17日(金)必着
送付先：〒413-8550 熱海市中央町１−１
熱海市教育委員会 生涯学習課「伊豆山歌会」係
◆当日投稿
受付日時：９月27日(日) 午後１時〜２時
場所：ハートピア熱海
※投稿に関しては、規定がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ：生涯学習課「伊豆山歌会」係

熱海市立図書館創立100周年記念事業
●読書感想画教室
日時：７月31日（金）午前９時〜午後３時（昼食休憩１時間）
申込期間：７月１日（水）〜17日（金）
●親子手作り絵本教室(２日間の参加が必要です)
日時：７月30日（木）午前９時30分〜午後３時（昼食休憩１時間）
８月６日（木）午前９時30分〜正午
申込期間：７月２日(木)〜23日(木)
（絵本教室は高学年に限り子どものみの参加も可）
定員：各小学生20人
場所：図書館 ５階会議室
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25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します。
期間：７月１日(水)〜８月30日(日)
場所：図書館５階児童室 特集コーナー
※１人１冊１週間までの貸出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

４月末の人口
人

男
女

口

38,275 人
17,303 人
20,972 人

☎0557(86)6234

世帯数
21,281 世帯
人口前月比
△９ 人

ＦＡＸ0557(86)6593

４月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,550
約 311
約1,861
98.3

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,621 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ
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平成27年度静岡県下水道排水
設備工事責任技術者試験
下水道課施設室☎0557(86)6526

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(水)〜
熱海市役所下水道課にて配布
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21日(火)〜31日(金)
試験日：10月21日(水)
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)
※希望者には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(355)2500、または熱
海市下水道課までお問い合わせく
ださい。

平成27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、㈳静岡県猟友会に
よる予備講習会も開催されます。
参加希望者はお問い合わせくださ
い。
日時：８月23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22日(月)
〜７月24日(金)
◆狩猟免許試験予備講習会
日時：７月19日(日)
午前９時50分〜午後４時
場所：静岡労政会館６階
(静岡市葵区黒金町５−１)
申込期限：７月３日(金)
受講料：7,500円
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古代体験教室を開催します
文化交流室☎0557(86)6234

出張年金相談のお知らせ
保険年金室☎0557(86)6260

古代から権力の象徴やお守りと
まが たま
して身につけられてきた勾玉を、
自分で工作する古代体験教室を開
催します。
日時：８月12日(水)
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：市内在住の小学生以上
※小学校低学年は保護者同伴
定員：25人
費用：500円（材料費・保険代）
申込方法：電話、メールもしく
は窓口でお申し込みください。
申込期限：７月22日(水)

三島年金事務所による出張年金
相談を開催します。年金の受給に
関して気になる点や、遺族年金の
請求などの手続きで困っている人
は、ぜひご利用ください。
なお、ご利用の際には予約が必
要となります。
相談日時：７月８日(水)午前10時
〜午後２時30分
場所：熱海市役所第一庁舎４階
第１会議室
申込方法：電話または窓口でお
申し込みください。

市営住宅(抽選住宅)入居者募集

姫の沢公園施設では、無料体験
陶芸教室の参加者を募集していま
す。温かみのある陶芸作品（小
鉢）を、自分で制作しませんか。
日時：７月26日(日)
【午前クラス】午前10時〜正午
【午後クラス】午後１ 時〜３時
場所：姫の沢公園内 第２陶芸
センター
対象：18歳以上
定員：午前クラス・午後クラス
ともに12人(先着順)
申込期間：７月18日(土)〜25日(土)
申込方法：電話または窓口でお
申し込みください。

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：○泉寺坂市営住宅、
○小嵐市営住宅（単身可能）
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、昭和31年４
月１日以前に生まれた市内在住ま
たは在勤者、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：７月１日(水)〜29日(水)
抽選会日：８月６日(木)
申込方法：印鑑を持参のうえ、
窓口でお申し込みください。

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、提出してください。書類
が未提出の場合は受給されません
ので必ず手続きをしてください。

無料体験陶芸教室参加者募集
姫の沢公園施設☎0557(83)5301

日曜朝市
夏休み抽選会を開催します
農林水産室☎0557(86)6215

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26日（日）午前７時〜11時
※荒天などにより中止になった場
合、抽選会は８月９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。

わ

とじ

めいしょう はっ けい

あたみ

ゆうしょう

な

ひと み あつし

あたみ

おん せん

ず

い

さん とう あん きょうざん

事例を紹介するなど︑明和期の熱海
の様子や入湯法を伝えています︒
・﹃熱海温泉圖彙﹄
︵天保３年︶
山東庵京山著
熱海温泉の由来や︑温泉効能︑浴
方︑産物などが紹介されている書物
で︑万巻上人の図や熱海七湯の絵を
見るのも楽しいです︒﹃湯あみの仕
方﹄として︑﹁七日間を一回りとし︑
初めはあまり熱きに入るべからず︒
入らんとする時︑まず顔を注ぎ体を
﹂と︑１日目から７日目ま
湿し ……
での温泉の利用の方法を細かく示し
たり︑﹁湯は玲滝︵透き通ってい
る︶たる事︑水晶の如し︒大便通ぜ
ざる人︑一碗を喫すれば︑快く通ず
といふ﹂などと︑温泉を飲むことで
便通が良くなることも紹介されてい
ます︒熱海温泉研究に最も利用され
ている書物です︒

図書館では︑これまでにこのコー
ナーに掲載された各種資料を展示し
ています︒ぜひご来館ください︒

投票率

49

熱海市長

齊藤

90

栄

熱海市ではこの４月に統一地方選挙と
して︑県議会議員︑市議会議員の選挙が
行われました︒気になるのは︑それぞれ
の投票率が ・ ％︑ ・ ％と大変低
かったことです︒これは熱海市に限らず
全国的な傾向のようですが︑私は選挙と
いうのは市民の意思を政治に反映させる
大切なプロセスだと考えているので︑政
治に対する意識が低くなっているのでは
ないかと︑とても危惧しています︒
投票率を上げるためには︑地方議会に
関心を持ってもらうことが大切です︒以
前︑熱海市でも﹁子ども議会﹂が行われ
ましたが︑市民にとって市議会とは何を
するところなのかを知る良い機会であり︑
参加した小・中学生はその体験を一生覚
えていることでしょう︒
また︑行政としてもできることを考え
なければなりません︒例えば投票しやす
い環境を整えることです︒熱海市では高
齢化が進んでいるため︑投票所までの距
離や階段の有無などが投票率に影響する
と推察されます︒また︑期日前投票を充
実させることも投票率アップにつながる
と考えられます︒各地区にあるそれぞれ
の投票所について︑今回の選挙結果を詳
しく分析し対応策を考えたいと思います︒
私は地方自治の基本は﹁自分たちのま
ちは自分たちがつくる﹂ことだと考えて
いますが︑自分たちの代表を決めるのが
選挙です︒行政も努力を行うとともに︑
市民の皆さんにも政治に関心を持っても
らいたいと思います︒

26

56

06
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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 （再放送は翌日木曜日午後８時〜９時）

ランド美術館所蔵の安藤広重の﹁豆
州熱海湯治場之圖﹂と︑この豐國の
浮世絵が有名で︑江戸期の熱海の様
子を紹介する代表的な作品です︒下
町の家並︵現在の銀座通り︶を中心
に熱海湾を一望にまとめた絵で︑初
島や大島︑真鶴岬を構図に入れてい
ます︒江戸や大阪に向かう千石船や
地元の回船も描かれており︑浜では
漁師の地引網も描写されています︒

あたみ

にち ろく

ぬし だい だい て びかえ ぬき がき

あたみ

浴室図
▲熱海温泉圖彙

熱海夕照
▲名勝八景

・﹃熱海名主代々手控抜書﹄
江戸時代から熱海で名主を務めて
いた今井家︵今井半太夫︶が︑熱海
に関する主要な出来事を抜き書きし
たもので︑幕府から熱海御殿の鍵を
預かったことや︑御汲み湯御用を勤
めたこと︑熱海の漁業権争いや韮山
代官所への訴訟など︑さまざまな事
柄が書き記されていて︑熱海研究に
必読の資料です︒
・﹃熱海日録﹄
︵明和４年︶人見黍著
熱海の湯治 日間で 回入湯し︑
持病の﹁血疾﹂を完治させたという
99

問い合わせ：熱海市立図書館
☎0557(86)6591

うた がわ とよ くに

24

・﹃名勝八景 熱海夕照﹄
二代目歌川豐國著
熱海を描いた浮世絵版画は︑ポー

20

第3回
双柿舎からの寄贈資料①
熱海町立図書館に尽力した坪内逍
遥は︑別荘﹁双柿舎﹂を建立し︑研
究の傍ら熱海に関する歴史資料や地
図などの収集に力を注ぎました︒
逍遙は昭和 年に逝去し︑逍遙
亡き後も双柿舎で資料の保管と整理
に努めたセン夫人も昭和 年に逝
去しました︒その後︑双柿舎は早稲
田大学に寄贈されましたが︑逍遙の
遺品を整理していた同大学から﹁双
柿舎﹂の名前で図書館に図書と歴史
資料の寄贈がありました︒
﹁図書台帳第三号﹂に記載されて
いる２４８点に上る資料は︑熱海の
歴史を学ぶうえで貴重な品々であり︑
熱海に関する研究に大変役立ってい
ます︒その中から︑今回は︑絵画と
和綴の資料を紹介します︒
10

７月 July
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 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
７日㈫ 網代小学校
21日㈫ 大縄公園
海光園
１日㈬ スルガケアサービス
15日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
２日㈭
泉支所
16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
３日㈮
七尾団地集会場
17日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
14日㈫
第二小学校
28日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
８日㈬ 第一小学校
22日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
９日㈭
多賀中学校通用門駐車場
23日㈭
19日㈮
熱海中学校
24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

15

1㈬

各種相談日

施設休業日

行

起

2㈭

法

●製本教室（図書館）9：30〜15：00
●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

3㈮

心

●にこにこサロン「ファミリーコンサートどんぐりーず」
（親子ふれあいサロン）10：30〜11：00
◆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

4㈯
5㈰
6㈪

宮川マス釣り大会（下多賀宮川）8：00〜12：00
消身

9㈭
10 ㈮

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

7㈫
8㈬

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

法

●製本教室（図書館）9：30〜15：00

マ

11 ㈯

津島神社例大祭（中野地区）※12日まで
海水浴場開設（各海水浴場）※８月30日まで
南熱海ケイキフラフェスティバル（長浜海浜公園）

12 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
●朗読会（図書館）13：30〜14：10

13 ㈪

マ

消人
知精
ぷ

14 ㈫

図

来宮神社例大祭（来宮神社）※16日まで
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

起

16 ㈭

●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

マ

17 ㈮
18 ㈯

初木神社例大祭（初島）※18日まで

19 ㈰

阿治古神社例大祭（網代地区）※21日まで
マリンフェスタ・アタミ2015（渚親水公園）10：00〜15：00

20 ㈪

海の日
初島花火大会（初島）20：00〜20：15

15 ㈬

21 ㈫
22 ㈬
23 ㈭

行

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

建

網代ベイフェスティバル（網代港埋立地）17：30〜21：00
◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

法

●にこにこサロン「親子体操」（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

25 ㈯

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

26 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

28 ㈫

消人
障何

図

釣
図

多賀神社例大祭（上多賀地区）※29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〜

29 ㈬
30 ㈭

起

●製本教室（図書館）9：30〜15：00
◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

24 ㈮

27 ㈪

図

起

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「水あそびを楽しもう」
（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

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。

釣

サンビーチに「新アトラクション」がOPEN

市民限定特別招待券

サンビーチウォーターパーク

７月11日(土)

―日本最大級のビーチアスレチック―

2015年７月12日(日)〜８月30日(日)
市民（小学生以上）特別招待日７月11日（土）

４人まで
当日限り有効

問い合わせ
公園緑地室☎0557(86)6218

)

土
日(

1
1
き
７月 海開

７月11日は
市民限定特別招待

利用時間：午前９時00分
〜午後５時00分
（最終受付午後３時30分）
１時間の完全入替制
利 用 料：高校生以上1,500円
（１時間） 小学生以上1,000円
小学生未満は不可
そ の 他：利用条件があります。
天候により中止あり。

オープン前日に市民の皆様
（小学生以上）に特別無料体験
を実施します。右上の特別招
待券をご持参ください。
受付は、午前８時30分から
午後３時30分まで。
※利用条件があります。
※天候により中止あり。
※写真はすべてイメージです。

ウォーターパークは、熱海サンビーチの海上(約20ｍ沖合い)に強化ゴム製浮遊アスレチック
(30m×37m)を設置し、シーソーやトランポリン、滑り台、クライミングなどを楽しむ遊具です。
ご案内：ウォーターパークの設置に伴い、サンビーチ内のペット同伴エリアは廃止とさせていただきます。
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（火）
■市民税・県民税
第１期
■別荘等所有税
第１期
【納税室】☎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。
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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