広報あたみ No.702 8月 10日発行
◆今月の主な内容◆
８月30日は総合防災訓練に行きましょう! ････
ごみの減量・資源化を！ ･････････････････････
給付金のお知らせ ･･････････････････････････
下水道についてできること ･･････････････････

サンビーチウォーターパーク デビュー!
熱海サンビーチの沖合い20メートルの海上に、この夏熱海の海
を彩る浮遊型アスレチックが設置され、滑り台やトランポリンなど
のさまざまな遊具がお目見えしました。初日となる７月11日は、
市民特別招待日として多くの市民が訪れ、子どもたちが歓声をあげ
ながら、楽しむ様子が見られました。
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いつか来る﹁もしも﹂のために

01
いつやって来るか分からない災害︒
そんな災害が起きたときに頼れるの
は︑まず自分︑そして家族︑さらに
地域の自主防災組織です︒
東日本大震災から４年が経過し︑
防災意識の風化が懸念されています︒
今年の熱海市の総合防災訓練は︑
８ 月 日︵ 日 ︶に 開 催 し ま す ︒ 地 域
の自主防災組織から訓練のお知らせ
がありましたら︑積極的に参加して
ください︒
防災訓練などを通じて地域の絆を
深めることが︑地域の防災力強化に
つながります︒ぜひ防災訓練に参加
して︑災害に備えてください︒
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８月 日は
総合防災訓練に行きましょう！
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01̲消防団の指導による放水訓練
02̲放水訓練にてホースを伸ばす練
習 03̲津波の被害を紹介したＤＶ
Ｄの上映 04̲三角巾を巻く練習
05̲自宅から避難場所への避難訓練
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06̲発電機の起動訓練 07̲心臓マッ
サージの実演 08̲自主防災会の指導に
よる中学生のテント設営訓練 09̲女性
による放水訓練
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06
大規模災害時には︑消防や警察な
どの﹁公助﹂が間に合わないため︑
自主防災組織の﹁共助﹂が必要不可
欠です︒防災訓練を行うことで︑自
らの地域を自分たちの手で守るため
の活動が分かります︒また︑同じ訓
練であっても︑繰り返し行うことで︑
災害時に冷静な対応ができるように
なります︒
いつ起こるか分からない災害に対
処するためには︑女性の視点や若い
力も必要不可欠です︒平日の日中に
地震や津波が発生したら︑働き盛り
の大人の大半は仕事で家にいません︒
自分のことだと思って︑積極的に訓
練に参加し︑自主防災組織とのつな
がりを持つことが大切です︒

問い合わせ 危機管理室
☎０５５７︵ ︶６４４３
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天気予報を活用し、集中豪雨や台風に備えましょう！
天気予報でよく耳にする「やや強い雨」や「非常に激しい雨」などの、雨の強さを表す言葉。
どの程度の強さを表しているのか、知っていますか？
台風などの被害が増えるこれからの時期に備え、天気予報で使われる言葉について理解し、天
気予報を活用できるようにしましょう。

予報用語（雨の強さ）
１時間雨量
予報用語

人が受けるイメージ

屋外の様子

災害発生状況

mm

10〜20
やや強い雨

ザーザーと降る

長く続く時は注意が必要

地面一面に水たま
りができる

20〜30
強い雨

どしゃ降り

30〜50
激しい雨

バケツを
ひっくり返した
ように降る

道路が川のように
なる

50〜80
非常に激しい 滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く） 水しぶきであたり
雨
一面が白っぽく
なり、視界が悪く
80〜
息苦しいような圧迫感。 なる
猛烈な雨
恐怖を感ずる

側溝や下水、小さな川があふ
れ、小規模な崖崩れが始まる
山崩れ・崖崩れが起こりやすく
なり危険地帯では避難の準備
が必要。都市部では下水管か
ら雨水があふれる
都市部では地下水や地下街に
雨水が流れ込む。多くの災害
が発生する
雨による大規模な災害の発生
するおそれが強く、厳重な警戒
が必要
国土交通省

3

Shizuoka Meteorological Oﬃce

気象庁 静岡地方気象台

☎０５５７︵
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ごみの減量・資源化を！

計画期間

ごみの排出抑制

私たちが取り組むこと

平成 年度を初年度とし︑平成
とした 年間とします︒

年度を目標

てきました︒
これらのごみ処理を取り巻く状況の変化を踏ま
え︑またさらなる環境負荷の少ない循環型社会の
構築を目指し︑本市におけるごみの発生抑制から
最終処分までの︑今後の基本的な方針を定めるこ
とを目的として︑平成 年に策定した﹁熱海市一
般廃棄物処理基本計画﹂を改定しました︒

82

●買い物の際には︑マイバッグな
どを持参しレジ袋の持ち帰りを
自粛しましょう︒
●生ごみは水分を多く含んでいる
ので︑水切りをしっかりしてか
ら捨てましょう︒
●生ごみは生ごみ処理機の設置な
どにより︑自家処理に努めま
しょう︒

１７．１１t

１９．４５ｔ

熱海市指定

熱海市指定

熱海市指定

熱海市指定

１日当たり

12％以上削減

１日当たり

６９０．９ｇ

７８５．２ｇ

熱海市指定

平成41年度

熱海市指定

平成25年度

１人１日当たり

12％以上削減

１人１日当たり

41

熱海市指定

平成41年度

熱海市指定

平成25年度

15 27

20

環境センター

近年︑大量生産︑大量消費︑大量廃棄型の社会
を見直し︑天然資源の保全や環境負荷を低減する
﹁循環型社会﹂の実現が求められています︒
また︑さらなる資源循環に向けて︑再生できる
ものは資源として再生利用するという３Ｒ︵リ
デュース︑リユース︑リサイクル︶が推進されて
います︒
こうした状況のなかで︑熱海市においても︑粗
大ごみ・可燃ごみの有料化や︑資源ごみ集団回収
事業奨励金の引き上げなどをはじめ︑さまざまな
取り組みを実施し︑ごみの減量︑資源化を推進し

熱海市一般廃棄物処理基本計画改定
熱海市指定

平成41年までのごみ減量化の目標

◆生活系ごみ排出量削減の目標

◆事業系ごみ（観光ごみ除く）排出量削減の目標
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▲市役所第一庁舎の雑紙回収コーナーで
回収されている雑紙

燃えるごみの約半分が水分。
ご家庭での生ごみの水切りが
ごみ削減につながります。

◆リサイクルの目標
平成25年度
２４．５％
１人１日当たり

平成41年度

1.5 ポイ
ント 向上

４１７．６ｇ

２６．０％
１人１日当たり
４８１．９ｇ

◆最終処分量削減の目標
平成25年度
年間
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１６９ｔ

平成41年度

65％以上削減

年間

５５t

資源化

平成41年までのごみ減量化の目標

●紙資源やペットボトル・トレー
などの資源化可能なものは分別
し︑集団回収や拠点回収へ積極
的に協力しましょう︒

ごみに対する意識の向上

●地域や学校でのリサイクル教室
などの教育啓発活動に積極的に
参加しましょう︒

▲資源として分別され各地域の拠点で
回収されているペットボトル

臨時福祉給付金
平成26年４月の消費税引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い人に対
して、暫定的・臨時的な措置として実施するものです。
該当すると思われる人には、９月中旬に「お知らせ」「申請書」「提出用封筒」を
世帯主あてに送付します。
支給対象者：平成27年１月１日現在、熱海市に住民登録されている人
平成27年度分の住民税が課税されていない人
ただし、課税されている人の扶養になっている人や生活保護の受給者
などは対象外です。
支給額：対象者１人につき6,000円
提出書類：①申請書
②本人確認書類（住民基本台帳カード・運転免許証などの写し）
③口座が確認できる書類（金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる
通帳やキャッシュカードの写し）
申請場所：社会福祉課 臨時福祉給付金窓口
申請期間：平成27年９月15日（火）から12月15日（火）まで
問い合わせ：社会福祉課臨時福祉給付金担当 ☎0557（82）6381

子育て世帯臨時特例給付金
平成26年４月の消費税引き上げによる影響を緩和するため、実施するものです。
該当すると思われる人には、５月下旬に児童手当の現況届とともに「お知らせ」
「申請書」を世帯主あてに送付しました。
支給対象者：平 成 2 7 年６月分の児童手当の対象となる児童
（平成12年４月２日から平成27年５月31日までに生まれた児童）
ただし、児童手当の特例給付を受給している人は対象外です。
支給額：対象者１人につき3,000円
提出書類：①申請書（公務員は、平成27年６月分の児童手当を支給する所属先から
配布されます。）
②本人確認書類（住民基本台帳カード・運転免許証などの写し）
③口座が確認できる書類（金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる
通帳やキャッシュカードの写し）
申請場所：子育て支援室
申請期限：平成27年12月１日（火）まで
問い合わせ：子育て支援室 ☎0557（86）6350
※平成27年度は、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金のそれぞれの支給要件を満たす人は、
両方の給付金を受けることができます。その場合、それぞれの申請が必要です。
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皆さんが使った油

牛乳パックなどに新聞紙

は、最後まで責任

を入れて吸わせたり、油

をもって処分しま

処理袋を利用すると便利

しょう。

です。

①残った油は︑濾し器などを使っ
て再利用しましょう︒
②フライパンや鍋︑
食器に残った油
は紙や布などで
拭き取ってから
洗いましょう︒
③古くなった油は︑紙で吸い取っ
たり︑凝固剤で固めたりして︑
燃えるごみとして出しましょう︒

ください。

これはダメ！

注意して行って

９月

日は下水道の日

熱海市では︑生活に欠かせない身
近な下水道への関心を高めていただ
くため︑９月 日の﹁下水道の日﹂
を含んだ９月７日︵月︶〜 日︵金︶
の５日間を﹁熱海市下水道週間﹂と
定め︑ＰＲの一環として﹁戸別訪
問﹂や﹁排水設備パトロール﹂など
の活動をしています︒
戸別訪問 ９月７日︵月︶〜 日︵金︶
下水道へ接続可能な地域でまだ接
続されていないご家庭や事業所へ︑
下水道課職員が接続のお願いに伺い
ます︒お気軽にご相談ください︒
排水設備パトロール ９月９日︵水︶
排水設備や除害施設︵グリスト
ラップなど︶が適切に維持管理され
ているか︑パトロールします︒
そのほか︑市内の学校や団体など
への﹁下水道出前授業﹂や﹁施設見
学﹂を随時受け付けています︒
下水道は︑ご家庭や事業所で使っ
た水をきれいな水に甦らせて海に戻
しており︑目に見えないところで熱
海市の環境を守っています︒ぜひと
も下水道への接続をお願いします︒
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11

下水道について
できること
排水管や下水道管の内側に油が付着
し︑固まることで悪臭を放ち︑詰ま
りの原因になります︒また︑下水道
の中継ポンプ場や下水処理場へ流れ
込むと︑設備に障害を及ぼし維持管
理に支障がでます︒

皆さんにできること

熱い油の処理は

下水道のやくわり
下水道は︑皆さんが使用したトイ
レの汚水や︑お風呂・洗濯・台所な
どから出る雑排水などの生活排水を
下水管を通じて集め︑下水処理施設
で微生物などを使い浄化し︑きれい
になった水を海に戻しています︒
下水道の普及により川や海の環境
が守られるだけでなく︑害虫の発生
や伝染病を防ぐなど︑衛生的で快適
な生活ができるのです︒

45

10

10

問い合わせ
下水道課施設室
☎０５５７︵ ︶６５２６

7

油が付着して、詰まった下水道管

皆さんが排水について少し心がけ
ることで︑今より下水道を安全で快
適に使うことができ︑環境保全にも
つながりますので︑次のような工夫
で︑油の処理にご協力ください︒

86

下水道管のつまりの原因
下水処理施設では毎日平均約２万
㎥︵ ｍプール約 杯分︶の生活・
事業排水を処理しています︒
市内には総延長約１２４㎞︵熱海
から東京ディズニーランドまでの距
離︶の下水管が埋設されています︒
もし下水管が詰まってしまうと︑街
に生活排水があふれ出て︑悪臭や害
虫︑伝染病の原因となります︒
油などを直接下水に流すと宅内の
25

こ

副市長プロフィール
森本 要

もり

もと かなめ

新 ﹁ 副 市 長 ﹂に 森 本 要 氏 が 就 任
ごあいさつ
熱海市民の皆さんはじめまして︒
森本要と申します︒７月１日から熱
海市副市長を務めさせていただいて
います︒人口減少︑少子高齢化への
対応︑一層の観光・商業振興︑福
祉・教育の充実など多くの課題に直
面する中︑副市長という重責を担わ
せていただくことに身が引き締まる
思いですが︑齊藤市長の下︑熱海市︑
熱海市民の皆さんのため︑全力を尽
くしてまいりたいと思います︒どう
ぞよろしくお願いいたします︒

熱海のイメージと実際の印象は？
﹁活気﹂がある︒これが︑私が６
月︑熱海駅に降り立ったときの印象
です︒私自身これまで︑熱海を訪問
したことがありませんでしたが︑想
像していた以上に観光客が訪れ︑駅
前に活気があることに驚きました︒
これは︑これまでの市民の皆さん︑
産業界の皆さんなどのご努力の成果
なのではないかと思います︒
しかしながら︑良い方向に向かっ
ている今だからこそ︑それに安住
することなく︑危機感を持ち︑市一

ま ずは︑﹁ 熱 海 を 知 り︑熱 海 を 好 き
になる﹂ことから始めたいと思って
います︒理解を深め︑好きにならな
ければ自らの問題としてさまざまな
課題について考え抜くことはできな
いと思っています︒幸い旅行は大好

趣味・休日の過ごし方

副市長は︑市長を補佐し︑政策の
企画立案や職員が行う事務を監督す
るという重要な役割を担っています︒
この重要な役割をしっかりと果たし
ていけるよう︑まずは︑熱海の歴史
や文化︑現状などを一つ一つしっか
りと勉強させていただきたいと思っ
﹁ 現 物 ﹂︑
ていま す ︒そ して ︑﹁ 現 場 ﹂︑
﹁コミュニケーション﹂を胸に︑さ
らなる成長︑市民生活の向上に向け︑
職員とともに︑新しいことにチャレ
ンジしながら全力で頑張っていきた
いと思っています︒

これからの抱負

丸となって︑さらなる成長︑市民生
活の向上に向けてさまざまな政策を
講じていかなければならない状況に
あるのではないかと思っています︒

市議会６月定例会で︑森本要氏の副市長への就任が決まりました︒任期は︑７月１日から４年間です︒
副市長は︑市長の補佐︑職務代理などに加え︑職員の担当する事務の監督などを行います︒

生年月日
昭和54年７月22日生（36歳）
職歴
法政大学文学部史学科（考古学専攻）
卒業後、平成15年４月経済産業省に入省
し、中小企業庁事業環境部金融課事業環
境専門官、資源エネルギー長長官官房総
合政策課戦略企画室室長補佐などを歴任
その他
出身は千葉市
趣味は温泉巡り
単身赴任中。家族は妻と長男（小１）

きですので︑休日には︑熱海市内各
地をゆっくりとまわってみたいと
思っています︒もちろん︑神社や文
化施設︑ウォーターフロントのみな
らず︑熱海の食もしっかりと味わっ
ていきたいと思っています︒また︑
単身赴任ということもあり︑熱海を
一緒にまわることも含め︑これまで
以上に︑妻と子供と一緒に過ごす時
間を大切にしていきたいと思ってい
ます︒

熱海市民の皆さんへ一言

地域を変えるきっかけの一つとし
て︑
﹁ わか もの︑ばか もの︑よ そ もの﹂
と言われることがあります︒私自身
そのような変化のきっかけの原動力
になるべく頑張っていきたいと思っ
ていますが︑﹁わかもの︑ばかもの︑
よそもの﹂だけでは︑本当に地域を
変えていくことはできないと思って
いま す ︒変 化のきっか け を ︑
﹁ 地 域で
自律的に回る仕組み﹂として定着さ
せていくためには︑市民の皆さんの
ご理解とご協力が不可欠です︒今後︑
市民の皆さんと一緒になって︑さま
ざまな課題に取り組んでいければと
思っておりますので︑どうぞよろし
くお願いいたします︒
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プール、気持ち良いね！
７月14日、泉小中学校のプールで、泉幼稚園の「プール遊
び」が行われました。最初は水を怖がっていた子どもたちも、
慣れてきてからは笑顔で遊んでいました。

南熱海に吹くハワイの風
７月11日、長浜海浜公園でケイキフラフェス
ティバルが開催されました。市内の「ロングビー
チガールズ」をはじめとした多くのチームが参加
し、南国ムードを盛り上げました。
雨の中の浜降り

ご

７月16日、来宮神社例大祭の一環として、御
鳳輦奉仕者による浜降り神事が行われました。雨
が時折打ち付けるように降る中、奉仕者の皆さん
が勇壮にみこしを担いで海に入っていきました。
ほうれん

潮風香る夏の夕暮れ
７月19日、銀座通り商店街で海辺のあたみマルシェが
行われました。初の夕方からの開催となったマルシェ
は、散策を楽しむ人で賑わっていました。

白熱のフィナーレ！
７月21日、網代港埋立地で網代ベイフェスティバルが
開催されました。阿治古神社例大祭の一環として最終日
の夜に行われたフィナーレに、大勢の人が見入りました。
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他人のたばこの煙を
できるだけ避ける

がんを防ぐための新
１条
２条
３条
４条
５条
６条
７条
８条
９条
条
条

条

か条
たばこは吸わない
他人のたばこの煙をできる
だけ避ける
お酒はほどほどに
バランスのとれた食生活を
塩辛い食品は控えめに
野菜や果物は豊富に
適度に運動
適切な体重維持
ウイルスや細菌の感染予防
と治療
定期的ながん検診を
身体の異常に気がついたら︑
すぐ受診を
正しいがん情報でがんを知
ることから
﹁がんを防ぐための新 か条﹂は国
※
立がん研究センターがん予防・検診
研究センターがまとめ︑︵公財︶がん研
究振興財団から公開されています︒

資料：静岡県人口動態統計・人口推計

皆さんの健康づくりを

応援する教室

○身体の歪みと筋力測定
身体の傾き具合を写真で確認でき
ます︒自分に合った簡単な体操指導
付きです︒
日時 ９月 日︵月︶
午前 時〜午後３時
︵所要時間約 分 予約制︶
場所 ＪＡあいら伊豆下多賀支店
対象者
歳以上の人
定員
人︵先着順︶
申込開始 ８月 日︵木︶
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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︒週１回︑全５回の教室
です︒
日時
月９日︑ 日︑ 日︑
日︑ 月６日
︵毎週金曜日︶
午後１時 分〜３時 分
場所 上多賀会館
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
月１日︵木︶

23

30

がんによる死亡率（平成25年）

たばこと聞くと﹁肺だけ﹂が危な
いというイメージがありますが︑煙
を直接吸い込む肺だけが侵されるわ
けではありません︒多くの研究で
﹁喫煙は確実に胃がんのリスクも高
める﹂と判明しています︒
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がん予防はまず
生活習慣から！

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

﹁生活習慣病﹂と聞くと︑
狭心症や心筋梗塞などの﹁心疾患﹂
や︑脳梗塞やくも膜下出血などの
﹁脳血管疾患﹂を思い浮かべる人が
多いと思います︒
偏った食生活や睡眠不足︑運動不
足︑喫煙︑ストレスなどが原因と
なって発症する病気を生活習慣病と
言います︒この生活習慣病ですが︑
死因別で見ると︑心疾患や脳血管疾
患を押しのけて︑実はがんが第１位
なのです︒
下のグラフは︑がんによる死亡率
を表しています︒熱海市では︑国や
県の平均と比べると︑２倍以上の人
ががんで命を落としていることがわ
かります︒
がんは生活習慣病です︒長い間の
生活習慣が影響してきます︒
では︑どのような生活習慣に気を
つければ良いのでしょうか︒﹁がん
を防ぐための新 か条﹂から抜粋し
ました︒

健康 づくり

条
定期的ながん検診を

90

お酒はほどほどに

日時：９月10日（木） 午後１時30分〜３時30分
場所：国際医療福祉大学熱海病院 大会議室
定員：100人（先着順）
申込期間：８月20日（木）〜９月７日（月）
※健康づくり室に電話でお申し込みください。

米国では 年代前半からがんに
よる死亡が減少に転じていますが︑
日本では依然として増加傾向が続い
ています︒その理由の１つに︑がん
検診の受診率の低さがあると言われ
ています︒広報あたみ６月号でもお
知らせしたとおり︑熱海市はどのが
ん検診も受診率が低いことが分かっ
ています︒
生活習慣を改善することも大切で
すが︑やはり定期的な検診が重要で
す︒定期的ながん検診をぜひ﹁良い
習慣﹂にしましょう！

救急医療に関する情報の発信、適正な救急医療
の利用、救急隊の活動をＰＲすることを目的とし
て「救急の日イベント2015」を実施します。当日
は、国際医療福祉大学熱海病院の医師による講演
や、ＡＥＤの使い方などを学ぶ救急救命講習など
が行われます。

３条

塩辛い食品は控えめに

お酒というと肝臓のことを思い浮
かべるかもしれませんが︑肝臓がん
の主な原因はウイルスです︒しかし︑
飲酒はそれ以外のがんのリスクも高
めます︒これまでのさまざまな研究
によると︑大腸がんのリスクは男女
ともに﹁１日あたり１合以上の飲酒
で上がる﹂ことが分かりました︒

５条

食塩のとりすぎが高血圧や心臓︑
脳血管の病気につながることはよく
知られています︒しかし︑それだけ
ではなく︑がん︵特に胃がん︶のリ
スクも上げてしまいます︒胃の粘膜
に塩分濃度の高い食品が直接作用し
て︑胃がんになりやすくなると言わ
れています︒

熱海市 救急の日イベント2015
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こんなに低い！
熱海市のがん検診受診率
「推計対象者数」によるがん検診受診率
（平成24年度）

健康を考える料理教室①

生涯骨太！カルシウムアップ

日時：９月16日（水）午前10時〜午後１時30分
場所：いきいきプラザ 調理実習室
参加費：900円（当日徴収）
定員：30人（定員になり次第締め切り）
持ち物：エプロン、三角巾（大きなハンカチ）、
手ふきタオル
申込期限：９月８日（火）

15
11

受診率順位
（県内35市町中）
20位
27位
33位
35位
28位（29市町中）

○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︒姿勢が良く
なり︑転倒を予防することができま
す︒週１回︑全４回の教室です︒
日時
月７日︑ 日︑ 日︑ 日
︵毎週水曜日︶
午後１時 分〜３時 分
場所 南熱海マリンホール
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 ９月 日︵火︶

今回のテーマは、骨粗しょう症予防です。子ど
もからお年寄りまで、どの年代にも不足しがちな
カルシウム。牛乳・乳製品を使ったメニューで、
バランスの良い食事を心がけましょう！

肺がん
胃がん
大腸がん
子宮頸がん
乳がん

受診率
（％）
35.5
13.1
16.2
11.4
14.4

20

29

10

65

30

30

14
21
28
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自衛官募集

市民後見人養成講座

自衛隊伊東地域事務所
☎0557(37)9632

防衛医科大学医学科学生、防衛
医科大学看護学科学生、防衛大学
校学生（一般前期）を募集します。
資格：平成28年４月１日現在、
18歳から20歳までの高校卒業
または卒業見込みの人
受付：９月５日(土)〜30日(水)
試験日：
防衛医科大学医学科学生
10月31日(土)・11月１日(日)
防衛医科大学看護学科学生
10月17日(土)
防衛大学校学生（一般前期）
11月７日(土)・８日(日)
詳しくは、自衛隊伊東地域事務
所にお問い合わせいただくか、イ
ンターネットで「静岡地本」を検
索してください。

参加者募集

熱海市では、成年後見制度を支えるため、成年後見に関する一定の
知識を身につけ、専門家の支援を受けながら活動を行う「市民後見
人」の養成講座を熱海市社会福祉協議会と共同で開催します。
受講対象者：次の①〜③のいずれにも該当する人
①原則として市内在住または在勤の人
②25歳以上でおおむね70歳未満の人
③次のいずれにも該当しない人
・裁判所に免ぜられた保佐人、補助人など
・破産者、被後見人に訴訟を起こした人など
受講費用：受講料無料。ただしテキスト代は自己負担。
申込方法：社会福祉協議会窓口にてお申し込みください。
申込期限：平成27年10月５日(月)
研修日程：平成27年10月17日(土)市民後見概論・民法等の基礎
平成27年11月28日(土)成年後見制度の基礎
平成27年12月19日(土)障がい者に関する制度・法律
平成28年１月16日(土)高齢者に関する制度・法律
平成28年２月20日(土)保険などの制度・法律、後見活動
※すべての日程にご参加ください。
※申込者が５人に達しない場合は、中止となる場合があります。

申し込み・問い合わせ：熱海市社会福祉協議会☎0557(86)6339
静岡県立あしたか職業訓練校
平成28年度入校生募集

みんなの消費生活展 フリーマーケット出店者募集

静岡県立あしたか職業訓練校
☎055(924)4380

あしたか職業訓練校は、主とし
て身体障がいまたは知的障がいの
ある人を対象に、個々の能力と適
正に応じ、技能訓練・生活指導・
体力づくりなどを通じて、訓練生
の職業的自立を目指していきます。
平成28年度の入校生を次のと
おり募集します。
募集訓練科および定員：コン
ピューター科10人、生産・サー
ビス科40人
訓練期間：両科ともに１年間
募集期限：９月11日(金)
選考日：10月１日(木)・２日(金)
応募資格、応募書類などの詳細
は、お問い合わせください。

統計情報

「みんなの消費生活展」でのフリーマーケット出店者を募集します。
このフリーマーケットは、家庭の不用品を、活用できる家庭へ譲る場
を提供することで、「物を捨てない」「物を購入し過ぎない」などの意
識を啓発することを目的としています。ぜひ、ご応募ください。
日時：10月17日（土）午前９時30分〜午後２時
※準備は午前７時30分〜９時
場所：市役所第三庁舎前駐車場
区画数・区画面積：５区画、１区画間口２メートル奥行３メートル
参加資格：市内在住の人
内容：不用品、手作り品の販売
条件：①営利を目的としたものは、ご遠慮ください。②１グループ
１区画とします。③事故については一切責任を負いません。
申込方法：９月１日(火)〜３日(木)の午前８時30分〜午後５時15分
に市民協働推進室の窓口でお申し込みください。申し込み多数の場
合は、主催者側で抽選を行います。

申し込み・問い合わせ：市民協働推進室☎0557(86)6197

６月末の人口
人

男
女

口

38,238 人
17,299 人
20,939 人

世帯数
21,272 世帯
人口前月比
7 人減

６月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,702
約 332
約2,034
106.5

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,773 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ
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平成28年度採用
熱海市職員採用資格試験
人事研修室☎0557(86)6037

熱海市では、平成28年４月１
日採用予定の試験を実施します。
職種と募集人員：一般事務（短
大卒・高卒）10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
（Ａ・Ｂ日程合わせた人数）
※７月26日(日)に実施した職員
採用資格試験（第一次試験）に合
格した人を除く。
第一次試験日：９月20日(日)
申込書：人事研修室の窓口および
市ホームページで交付します。
※郵送請求も可能です。
申込期間：８月17日(月)〜９月
４日(金)※土・日を除く、午前
８時30分〜午後５時15分
なお、８月30日(日)に限り、
午後１時から午後５時まで受け付
けします。
申し込みは人事研修室に受験者
本人が持参してください。
詳細はお問い合わせください。

国有地売却のお知らせ
東海財務局沼津出張所 売却担当
☎055(933)5800

一般競争入札を実施し、国有地
を売却します。
入札公示日：９月11日(金)
受付期間：10月１日(木)〜９日(金)
開札日：10月28日(水)
入札物件は公示日以降に東海財
務局のホームページで公開します。

「広報あたみ」広告募集

甲種防火管理新規・再講習会
の開催

秋季ハッピートリム教室
参加者募集

日本防火・防災協会☎03(3591)7121

スポーツ推進室☎0557(86)6603

いきいきプラザ多目的会議室を
会場に、日本防火・防災協会の主
催による防火管理講習を次の日程
で実施します。
防火管理者の資格を新規で取得
したい人、または資格取得者で再
講習が必要な施設を防火管理して
いる人は、申し込みのうえ、受講
してください。
新規取得者講習
第１回
講習日：９月２日(水)・３日(木)
申込期間：８月11日(火)
〜17日(月)
第２回
講習日：10月６日(火)・７日(水)
申込期間：９月３日(木)
〜９日(水)
再講習
講習日：９月16日(水)
申込期間：８月18日(火)
〜21日(金)
詳細はお問い合わせください。

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。年金の受給
に関する相談や年金請求の手続き
などがありましたらご利用くださ
い。なお、利用の際は事前の予約
が必要です。
日時：10月７日(水)
午前10時〜午後２時30分
場所：市役所第三庁舎第１会議室
広報情報室
☎0557(86)6070

「広報あたみ」では、地域産業の活性化と財源確
保を目的に広告（フルカラー）を募集しています。
毎月10日に22,000部発行し、町内会を通じて市内
の世帯に配布されます。
●お知らせページ(P13)最下段２枠：１枠１カ月2万円
●裏表紙ページ(P16)最下段１枠：１枠１カ月4万円
募集月：平成27年10月号〜28年３月号
申込期限：発行月の2カ月前の月末
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体力の向上、健康増進を図り健
康で明るい生活を送るため、市民
を対象に手軽にできる体操教室を
開催します。
内容：リズムムーヴメント・ス
トレッチングなど
講師：山田たつ子・横川さだみ
場所・日時
南熱海マリンホール
９月、10月の毎週火曜日
（９月22日(火祝)を除く）
午前10時〜11時30分
福祉センター体育室
９月３日から10月22日までの毎
週木曜日
【前半】午前９時30分〜11時
【後半】午前11時〜12時30分
定員：南熱海マリンホールは人
数制限なし。福祉センターは前
半・後半各40人。
参加費：1,000円（保険料含む）
持ち物：体操ができる服装、上
履き、タオルなど
申込期限：８月28日(金)
申込方法：スポーツ推進室窓口
でお申し込みください。電話や
メールでの申し込みも可能です。
sports＠city.atami.shizuoka.jp

節電

を心掛けましょう！！
生活環境室☎0557(86)6273

熱海市シルバー人材センター会員募集！！
シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で働
く意欲のある会員を募集しています。入会を希望す
る人や、詳細を知りたい人は事務局までご連絡くだ
さい。なお、下記の日程で入会説明会を開催します
ので、ぜひご参加ください。
日時：９月９日(水)午前10時〜（事前予約が必要です）
場所：福祉センター 視聴覚室
問い合わせ：熱海市シルバー人材センター☎0557(81)9301
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戦争のため昭和 年から一時閉
館していた旧御用邸１階の図書館は︑
昭和 年８月に開館しました︒し
かし︑収蔵していた図書を戦禍から
守るため︑伊豆山神社をはじめ熱海
高等女学校や市内のお寺に図書を分
散して疎開させました︒そして︑昭
和 年に分散していた図書を集め︑
改めて図書を整理し再び開館しまし
たが︑館外貸し出しは行いませんで
した︒
当時の一日平均閲覧者は男性
人︑女性６人程度と記録されていま
す︒昭和 年︑簡易裁判所が旧御
用邸１階を使用したため︑図書館は
２階に移転しました︒当時の蔵書数
は８８２１冊︑記録によりますと
﹁図書閲覧の傾向では百科事典の利
用が群を抜いて多いが︑小・中学生
にはやや難しく︑最近玉川出版部で
発行中の﹃学習大辞典﹄を非常に喜
んで見て居る﹂と記されています︒

昭和 年の熱海大火後︑図書館
は青年会館に移転︑そして︑昭和
年︑新熱海市役所落成に伴い︑
図書館は６階に移転︑狭いながらも
﹁市立熱海
図書館﹂と
し て 再 ス
タートした
のです︒蔵
書数は１万
３９５１冊︑
一日利用者
数は平均１
７８人と大
幅に増加しました︒
この年から家庭で気軽に図書を手
にし︑家族の心の交流と生活の充実︑
子どもの情操教育の向上を目的とし
て﹁お茶の間図書館活動﹂が開始さ
れました︒グループ単位の貸し出し
を行っていたので︑毎月一回︑グ
ループの代表者宅や図書館で図書の
交換が行われ︑市内の読書人口の広
がりへと進みました︒
昭和 年の﹁図書館だより﹂に︑
﹁私の読んだ一冊﹂として 冊の
本が紹介されています︒その内の２
冊を紹介します︒
・絵本百科第五巻︵平凡社︶
さまざまな事柄を写真を使わずに
絵だけで描写しています︒
・五番町夕霧楼︵水上勉著︶
遊女の生涯を描いた名作です︒
25
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市民の皆さんも︑以前に読んだ本
として懐かしく感じられるのではな
いでしょうか︒
家庭の中に徐々に浸透してきた読
書への関心ですが︑もう少し深く図
書に親しんでもらおうと︑昭和
年に﹁文学観賞講座﹂を開講しまし
た︒最初の講座は︑現代詩集を研究
していた静岡大学教授であった江頭
彦造氏による︑﹁平安女流日記文
学﹂についてでした︒
この講座は︑後に﹁文学講座﹂と
名を変え︑石川啄木を研究した岩城
之徳氏︑斎藤茂吉研究の権威である
藤岡武雄氏など多くの有名な講師を
招き︑図書館の名物企画となりまし
た︒毎回多くの市民が参加し︑文学
の魅力を学びました︒
蔵書数も３万１５９８冊となった
市庁舎６階の図書館︒利用者の増加
や各種企画の開催にともない︑市庁
舎の一室での図書館運営は困難を来
すようになり︑市民の間からも︑学
びの場である専用の図書館の建設を
望む声が高まってきたのです︒

田邉前副市長の帰任

熱海市長

た なべ くに はる

齊藤

栄

６月 日︑田邉国治前副市長が４年の
任期を終え︑出向元の経済産業省へ帰任
しました︒当日は︑多くの市職員︑市議
会議員︑市民の皆さんに市役所の玄関で
見送られ︑抱えきれないほどの花束を抱
えた彼の姿に私も感動しました︒
副市長は市職員を束ねる事務方のトッ
プであり︑市長の片腕となる重要な役職
です︒
田邉さんは副市長としては 歳という
全国最年少級の若さで︑しかも熱海とい
う新たな土地での就任︒苦労が多かった
と思いますが︑多くの実績をあげてくれ
ました︒
年間１００件を超えるロケ誘致を成功
させている﹁ＡＤさんいらっしゃい﹂や︑
事業者に新商品開発・販路拡大などのビ
ジネス支援を行うＡ ｂｉｚ︵エービ
ズ︶などは彼の力がなければ実現しな
かったでしょう︒心から感謝しています︒
そして︑何より最大の功績は﹁挑戦す
る文化﹂を熱海市役所に持ち込んでくれ
たことです︒これは経済産業省が持って
いる文化であり︑行政も常に新しいこと
にチャレンジし︑まず一歩を踏み出そう︑
走りながら考えようという姿勢です︒職
員の模範となるよう︑先頭に立ってこの
姿勢を貫いてくれました︒
もり もとかなめ
７月１日︑新たな副市長として森本要
さんが就任しました︒再び経済産業省か
らの出向で︑千葉市出身の 歳︑市役所
などの基礎自治体での勤務を希望してい
ました︒熱海市には人口減少をはじめ多
くの課題があります︒新副市長と二人三
脚で︑引き続き新たな挑戦をしてまいり
ます︒
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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）

問い合わせ：熱海市立図書館
☎0557(86)6591

29

（昭和38年初版）

39

波乱の再スタート
第５回
図書館
13

92

36

19

21

28

25

混雑した市庁舎での図書館

９月 September
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

９月のブックバスかもめ号
ステーション
実施日
１日㈫ 網代小学校
15日㈫ 大縄公園
海光園
２日㈬ スルガケアサービス
16日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
３日㈭
泉支所
17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
４日㈮
七尾団地集会場
18日㈮
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㈬
3㈭
4㈮

行
法

図

消身

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
◆７〜８カ月児相談（いきいきプラザ）13：00〜15：00
起

交
法

●製本教室（図書館）9：30〜15：00

11 ㈮

●にこにこサロン「ベビーマッサージ」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

12 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※13日まで

13 ㈰

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

14 ㈪

消人
知ぷ
精

15 ㈫

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〜
●熱海子育て支援センター「おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

16 ㈬

行

●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
◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

起

●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
◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

17 ㈭
18 ㈮
19 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※23日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

20 ㈰
21 ㈪
22 ㈫

敬老の日

図

国民の休日

図

23 ㈬

秋分の日

図

●製本教室（図書館）9：30〜15：00

マ

24 ㈭

法

25 ㈮

●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

12：30〜13：30

26 ㈯

秋季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45

ひばりヶ丘団地下駐車場
第一小学校
９日㈬
緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
10日㈭
多賀中学校通用門駐車場
24日㈭
11日㈮
熱海中学校
25日㈮

10：00〜10：50
13：00〜13：40
14：00〜14：35
15：00〜15：35

27 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
源実朝を偲ぶ仲秋の名月伊豆山歌会
（ハートピア熱海）14：00〜（伊豆山神社）18：30〜

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

マ

図

８日㈫ 第二小学校

12：40〜13：30

マ

アタミアロハフェスティバル2015（親水公園）13：00〜20：50
※6日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

8㈫
9㈬
10 ㈭

起

●製本教室（図書館）9：30〜15：00
●南熱海子育て支援センター「親子バス遠足」

5㈯
6㈰
7㈪

施設休業日
●０歳児サークルアイアイ（南熱海マリンホール）10：00〜11：00
●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

28 ㈪
29 ㈫

消人
障何

釣

図

●熱海子育て支援センター「ぴよこクラブミニ運動会」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

30 ㈬

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。

平成27年10月１日を基準に

国勢調査が始まります。

【問い合わせ】 広報情報室（情報） ☎0557(86)6094

９月上旬に調査員が訪問します。
国勢調査は、非常勤の国家公務員である「国勢調査員」が世帯を訪問する方法によって行われます。
調査を進めるうえでの最大のポイントは、すべての人と世帯をもれなく、重複なく調査すること。
そのためには、マンション管理人や住人の皆さんのご協力が必要不可欠です。
調査員は、顔写真入りの身分証明書を携帯しています。

Point

インターネット回答ができます。
とスマートフォン
パソコン
などは担当の調査員が配布します。

調査員が
配布する

から簡単に国勢調査の回答ができます。調査に必要なパスワード

調査票で回答ができます。

で記入し、郵送か直接調査員に提出してください。後日、不明な点を
調査員が配布する調査票に、鉛筆
お問い合わせすることがありますので、ご協力ください。
調査についての
お問い合わせは

国勢調査コールセンター

ナビダイヤル

0570（07）2015

IP電話の場合：03（4330）2015

受付時間：午前８時から午後９時まで （土・日・祝も利用できます）

国勢調査
2
15

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

８月31日（月）
■市民税・県民税
第２期
■別荘等所有税
第２期
■国民健康保険税
第２期
【納税室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第３期
【介護保険室】☎0557(86)6282
■後期高齢者医療保険料
第１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。

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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