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◆今月の主な内容◆
軽自動車の税率が変わります ･･･････････ ２
ホームステイにいってきました ･････････ ４
幼稚園児・保育園児を募集します ････････ ６
学級自慢（多賀小・伊豆山小）････････････ ８

笑顔で楽しく元気よく！
９月12日、伊豆山小学校にて伊豆山幼稚園と合同の運動会が開催
されました。青空のもと元気に踊る小学生に大きな歓声と拍手がわ
いていました。子どもたちの頑張りに応援する人たちも元気をも
らっていました。

の税率が
変わります
四輪以上および三輪の軽自動車の税率が変わります
平成28年度から「初度検査年月」によって適用される税率が変わります
① 平成27年３月31日以前に初度検査を受けた車両は現行税率が適用されます。
② 平成27年４月１日以降に初度検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
③ 平成28年度以降、毎年４月１日時点で初度検査から13年を超える車両については、グリーン
化（環境への負荷の低減に資するための施策）を進めるため、重課税率が適用されます。
※初度検査とは、ナンバープレートの指定を受けたことのない軽自動車（新車）を使用するときに
受ける検査です。初度検査年月は自動車検査証の初度検査年月の欄に記載されています。
税
車

軽

種

三

区

輪

軽四輪車乗用
軽四輪車貨物

分

率

①平成27年３月31日以前に ②平成27年４月１日以降に
初度検査を受けた車両
初度検査を受けた車両

③初度検査を受けてから
13年を経過した車両

現行税率

新税率

重課税率

3,100円

3,900円

4,600円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

車

原動機付自転車、二輪車などの税率が引き上げられます
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率が、平成27年度
から引き上げられる予定でしたが、税制改正によって適用時期が１年延期され平成28年度（平成
28年４月１日）から適用されることとなりました。
車 種 区 分

平成27年度

平成28年度以降

総排気量50cc以下

1,000円

2,000円

総排気量50cc超〜90cc以下

1,200円

2,000円

総排気量90cc超〜125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

二輪の軽自動車（総排気量125cc超〜250cc以下）

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車（総排気量250cc超）

4,000円

6,000円

農耕作業用

1,600円

2,400円

その他

4,700円

5,900円

原動機付自転車

小型特殊自動車
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軽自動車
問い合わせ
市民税室☎0557(86)6145

軽自動車税のグリーン化特例が導入されます
対象：平成27年４月１日から平成28年３月31日までに新規取得した軽四輪以上・軽三輪車
適用：平成28年度のみ
平成27年度に新規に取得した四輪以上および三輪の軽自動車（新車のみ）で、一定の環境性能
のあるものについて、その燃費性能に応じたグリーン化特例が導入されます。
対

象

車

両

税金の軽減率

電気自動車
天然ガス自動車（ポスト新長期規制からNOx10％低減）
ガソリン車・
ハイブリッド車
（平成17年排出ガス
基準75％達成車）

○乗用車

平成32年度燃費基準＋20％達成車

○貨物車

平成27年度燃費基準＋35％達成車

○乗用車

平成32年度燃費基準達成車

○貨物車

平成27年度燃費基準＋15％達成車

約75％

約50％
約25％

軽自動車税の減免申請について
障がいがある人が所有するなど、一定の要件に該当した場合、申請により軽自動車税の減免を受
けることができます。減免を受ける際には、納期限日の閉庁時間までに市民税室に申請書などを提
出してください。
なお、減免は障がいがある人一人につき１台です。そのため、普通自動車税の減免を受けている
人は軽自動車税の減免を受けられませんのでご注意ください。

廃車・名義変更などの手続きはお忘れなく
軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税されます。廃車、名義変更などの手続きは、３月末
までに忘れずに済ませてください。年度末は混み合いますので、お早めの手続きをお願いします。
車種
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取扱窓口

総排気量125cc以下の原動機付自転車・
小型特殊自動車・50cc以下のミニカー

市役所税務課市民税室 ☎0557（86）6145
南熱海支所 ☎0557（68）2151
泉支所 ☎0465（62）2335

総排気量125cc超250cc以下の二輪の軽自動車

静岡県軽自動車販売店協会
☎055（988）4022

総排気量250ccを超える二輪の小型自動車

静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所
☎050（5540）2051

軽自動車（軽三輪車・軽四輪車）

軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
☎050（3816）1778

シンガポール＆中国・珠海市へ

うえ の

上野

けい た

敬太
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ペットボトルですら落ちていなかっ
たのだ︒シンガポールの人たちの環
境に対する意識の高さが感じられた︒
三つ目として︑食事に野菜が少な
かったことに驚いた︒ホームステイ
先では︑生野菜が全く出なかった︒
スーパーに行ったときも︑日本のよ
うにたくさんの野菜が売られている
ことはなかった︒食べるとしても︑
ほとんどが火を通したものばかり
だった︒家で毎日生野菜を食べてい
る僕には本当に驚きだった︒また︑
食事中に水を好きなだけ飲むことが
できなかったことにも驚いた︒外食
先であっても︑水が置いていなかっ
たのだ︒
国の文化の違いをいろいろと体
験して︑大変勉強になった 日間
だった︒

熱海市では︑国際感覚豊かな人材を育成するため︑中学生の海外
体験を応援する補助事業を行っています︒
じゅかい
今年は３人がシンガポールで︑１人が友好都市である中国・珠海市で貴重な経
験をしてきました︒ここでは︑４人の思い出を写真とともに紹介します︒

ホームステイにいってきました

２年

一つ目に驚いたのは︑学校の違い
だ︒僕はシンガポールの学校に通っ
た︒この国の学校はとても自由で︑
日本のように狭苦しい感じではな
かった︒持ち物も自由で︑かなり多
くの私物を学校に持ってきていた︒
また︑授業のレベルが高いのにも驚
いた︒僕は日本の方が学力は上だと
思っていたが︑日本では高校で勉強
するところを中学３年生が勉強して
いた︒僕は授業でやっている内容が
分からず︑ただ聞いていることしか
できなかった︒ 年前に独立した国
に学力でもう負けているのは残念
だった︒
二つ目に驚いたのが︑シンガポー
ルではゴミがほとんど落ちていない
ということだ︒特にタバコの吸い殻
が全然落ちていないことに感動した︒
日本では普通に落ちている空き缶や
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シンガポール海外研修
熱海中学校
僕はこのシンガポールでの海外
研修で︑いろいろなことを経験した︒
▲ホストファミリーとカニ料理"チリクラブ"を食べる上野さん（左）

かわぐち

熱海中学校 ２年 川口 ありさ

私は︑今回のシンガポールのホー
ムステイで︑学んだことや感じたこ
とがたくさんありました︒一番印象
に残ったのは︑シンガポールの街が
とてもきれいであったということで
す︒事前研修の時に︑﹁シンガポール
は罰金の街﹂と教えてもらいました
が︑実際に街を見て納得しました︒
私の住んでいる熱海市も︑シンガ
ポールと同じ観光の街ですが︑道路
にタバコの吸い殻やゴミが落ちてい
るのを時々見かけます︒最初は︑熱
海も﹁罰金の街﹂になればゴミのな
いきれいな街になるのかなと考えま
した︒しかし︑シンガポールの人た
ちをよく見ていると︑決して﹁罰

▲学校の陸上部のメンバーと川口さん（前列左から３番目）
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さか い

酒井

う

美宇

み

金﹂があるからきれいな街であるの
ではないと思うようになりました︒
なぜかというと︑ホストファミ
リーや学校の仲間︑街で出会った人
たちは︑みんな自分の国を愛し︑そ
してシンガポールを訪れた人たちに
も自分の国を好きになってもらい︑
喜んでもらいたいという﹁おもてな
し﹂の心があるからです︒だから︑
自然と街を汚さないし︑誰にでも優
しく家族のように接することができ
るのだと思いました︒
私は今まで︑何に対してもあまり
積極的に自分から行動をするという
ことをしてきませんでした︒しかし︑
これからはシンガポールでの経験を
生かし︑私の家族や仲間はもちろん︑
熱海を訪れてくれる観光客にも温か
い気持ちを持って接し︑みんなが熱
海を大好きになってくれるように︑
積極的に行動したいと思います︒

２年

した︒校舎もとても広くてきれいで︑
理想の学校のようでした︒授業では︑
第二言語である中国語は小学校から
勉強し︑日本語は学力上位の子が勉
強しています︒日本語については︑
このことを知ってとてもうれしく思
いました︒
観光面では治安が良く︑子どもた
ちだけで観光することができました︒
その反面︑規則などが厳しく︑例え
ば電車やバスに乗ったときには︑学
生は空席があっても座りません︒車
は交通事故が起こらないように一方
通行が多く︑ゴミ箱は街のいろいろ
な場所に設置されています︒夜はホ
テルなどがライトショーをあちらこ
ちらでやっているため︑暗い場所がほ

さ

や

か

とんどありません︒
また︑シンガポール人は愛国心を
とても強く持っていると感じました︒
独立記念日のお祝いでは︑国民全員
が一つになっている姿を見て︑とて
も感動しました︒
このように︑厳しい規則の中でも
楽しいことや勉強に夢中になれるよ
うな環境を熱海市も日本も作って
いってほしいと思いました︒
この最高の思い出を忘れずに︑こ
れからも頑張っていきたいと思いま
す︒最後に︑私を支えてくださった
全ての方々に感謝したいと思います︒
本当にありがとうございました︒

珠海市ホームステイ
くらばやし

熱海中学校 １年 倉林 彩也香

今回のホームステイは︑私にとっ
て大きな経験となりました︒
中国へ行く前は︑日々の報道など
で取り上げられている中国を見てあ
まり良い印象が持てませんでした︒
そのため︑中国へ行くのがとても
不安でしたが︑現地でホストファミ
リーが笑顔で迎えてくださり︑ホス
トファミリーのお母さんが日本語を
話せることも分かったので︑安心し
ました︒
そのおかげで︑会ってすぐに会話
を始めることができ︑言葉が伝わら
ないときはお互いに身振り手振りで

表現して話しました︒言葉の壁はお
互いの伝えようとする気持ちがあれ
ば乗り越えられるものだと知りました︒
ホストファミリーは︑私をダンス
スクールやカラオケ︑デパートなど
に連れて行ってくれました︒ダンス
スクールでできた友だちともたくさ
ん話して仲を深めることができました︒
実際に中国へ行ってみて︑印象が
とても変わりました︒夜の珠海はと
てもきれいで︑高層ビルがある素晴
らしいところでした︒人々もとても
優 し か っ た で す ︒ 印 象 は ︑実 際 に
行ってから決めるものだと思いました︒
３泊４日という長いようで短い期
間は︑とても良い思い出になりまし
た︒またいつか︑ホームステイ先の
ジュ リ ア
朱火紅さん︑みにちゃんに会いたい
です︒

5

多賀中学校
私は今回このプログラムに参加し
て︑とても良い経験をし︑最高な思
い出をつくることができました︒
シンガポールの学校では差別やい
じめがなく︑全員がとても優しくて︑
みんなが声を掛けてくれました︒学
校も街も︑子どもたちが勉強するた
めの環境が整っていると感じました︒
校内にはクーラーが効いていて︑全
員がパソコンを使って勉強していま

▲ホストファミリーのみにちゃん（前列左）たちと倉林さん（前列中央）

▲文化交流会で日本文化を紹介する酒井さん（前列左から２番目）

平成２８年度
幼稚園児・保育園児を募集します
問い合わせ

幼稚園

教育保育推進室

☎０５５７
（８６）
６５５３

ご案内

対
象：平成22年４月２日（５歳児）〜平成25年４月１日生まれ（３歳児）
受付期間：11月２日（月）〜30日（月）午前９時〜午後４時 ※土・日・祝日を除く
受付場所：各園に直接お申し込みください（教育内容などの詳細は各園にお問い合わせください。）

市立幼稚園一覧
園

名

定

員

所在地･電話番号

網代幼稚園

３歳児20人、４歳児35人、５歳児35人

網代201
☎0557（68）0429

園の特色
小学校との併設の利点を生かし、幼小連
携のとれたアットホームな幼稚園

多賀幼稚園

３歳児20人、４歳児35人、５歳児35人

下多賀918−１
☎0557（68）1768

広々とした園舎・園庭があり、大人数で
の育ち合いがたくさんある幼稚園

上多賀幼稚園

３歳児20人、４歳児35人、５歳児35人

上多賀730−２
☎0557（67）2722

オープン式の園舎と広い園庭に大きな
プール、のびのび遊べる楽しい幼稚園

緑ガ丘幼稚園

３歳児20人、４歳児35人、５歳児35人

緑ガ丘町18−2
☎0557（82）0083

裏山の長い滑り台や、広い２階建て園舎
が特色の自然に囲まれた幼稚園

伊豆山幼稚園

３歳児20人、４歳児35人、５歳児35人

伊豆山711
☎0557（80）5269

同一の建物に小学校と併設し、幼小の交
流が盛んな幼稚園

泉 幼 稚 園

３歳児20人、４歳児20人、５歳児20人

泉52−1
☎0465（62）6431

豊かな自然と温かな地域に恵まれ、木の
ぬくもりを感じるログハウスの幼稚園

保育園
保育が必要な事由

子どもの保護者のいずれもが下記の事情により保育することができないと認められる場合であって、
かつ同居の親族その他の人が子どもを保育することができないと認められる場合
①就労している（１カ月64時間以上） ②求職活動している ③就学している
④母親が妊娠中または出産後間がない ⑤虐待やＤＶの恐れがある
⑥保護者の疾病やけが、または障がいがある
⑦長期にわたり疾病や心身に障がいのある同居の親族を、常に看護・介護している
⑧火災などの災害にあってその復旧にあたっている
⑨育児休暇終了に伴い職場復帰する

ご

受付期間：11月２日（月）〜13日（金）午前８時30分〜午後５時15分 ※土・日・祝日を除く
受付場所：教育保育推進室（熱海市役所第二庁舎３階）
そ の 他： 10月中旬から教育保育推進室で入園案内および申込書を配布します。保育園や児童の年
齢によって募集人数は異なり、申し込み多数の場合はご希望に添えない場合があります。
また、現在入園中で来年度も引き続き同じ保育園に通園を希望する場合は、園を経由して
申し込みを受け付けます。
認可保育園一覧
案
内

園

名

設置

定員

所

在

地

受入年齢

通常保育時間

延長保育

休日保育

多

賀

保

育

園

私立

60

上多賀934−16

６カ月〜

7：00〜18：00

〜19：00

有り

富

士

保

育

園

私立

60

東海岸町7−13

10カ月〜

7：00〜18：00

〜20：00

有り

栄光熱海中央保育園

私立

80

上宿町4−19

57日〜

7：00〜18：00

〜20：00

有り

小

園

市立

120

桜町13−4

10カ月〜

7：30〜18：00

―

―

和 田 木 保 育 園

市立

90

下多賀173−1

10カ月〜

7：30〜18：00

―

―

初

市立

20

初島217−3

10カ月〜

8：30〜16：00

―

―

嵐

島

保

保

育

育

園

※入園手続きや保育料などの詳細は、教育保育推進室までお問い合わせください。
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熱海市の人事行政運営状況
市では毎年、人事行政の運営状況を市民の皆さんに公表し、公平性・透明性の確保に努めています。
ここでは、市の職員数や給与の状況、勤務時間などについてお知らせします。
問い合わせ 人事研修室 ☎０５５７
（８６）
６０３６

Ⅰ 熱海市人事行政の運営等の状況の概要
１．職員数に関する状況
部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）
職員数（人）
対前年
区 分
増減数
部 門
平成26年
平成27年
274
265
△9
一般行政部門
166
160
△6
特別行政部門
64
63
△1
公営企業等会計部門
合計

504

488

※△はマイナスを表します。
主な増減理由
欠員不補充、収納、農業、建築部門の職員減
教育一般、社会教育、保健体育部門の職員減
下水道部門の職員減
市長および副市長を除く。平成27年から教育

△16

長を除く。再任用職員（＊）8 人を含む。
＊平成26年度から導入されました。

２．給与の状況（平成27年４月１日現在）
① 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
区分
平均年齢
平均給料月額
平均給与月額※
一般行政職

41.6歳

330,500円

403,000円

② 期末手当・勤勉手当および退職手当の状況

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支
払われる扶養手当、住居手当などの諸手当の
額を合計したものです。

③ 特別職の報酬等の状況

期末・勤勉手当支給率
期末手当
2.60月分
勤勉手当
1.50月分
退職手当支給率
自己都合
勧奨・定年
25.55625月分
勤続20年
20.445月分
勤続25年
29.145月分
34.5825月分
勤続35年
41.325月分
49.59月分
最高限度額
49.59月分
49.59月分

区分
市 長
副市長
教育長
議 長
副議長
議 員

給料・報酬月額
748,000円
629,000円
561,000円
465,000円
425,000円
390,000円

期末手当
4.10月分

4.10月分

④ 特記事項
平成26年人事院勧告を踏まえ、下記の対応を行いました。
⑴給料表を平均0.3％引き上げ ⑵ボーナスを3.95月から4.10月に0.15月分引き上げ
⑶交通用具使用者の通勤手当引き上げ 距離に応じ100円〜4,400円
また、熱海市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成25年熱海市条例第12号）の施行に伴
い、平成25年４月１日から退職手当に係る調整率の段階的な引き下げを行っています。
３．勤務時間そのほかの勤務条件の状況
① 一般職員の勤務時間の状況（平成27年４月１日現在）
勤務時間
開始時刻
終了時刻
休憩時間
７時間45分 午前８時30分 午後５時15分 正午〜午後１時

② 年次有給休暇の使用状況（平成26年）
7.5日
一人当たり平均使用日数

４．分限および懲戒処分の状況（平成26年度）
分限
処分件数

降任
０件

免職

休職
降給 合計
10件
10件
０件
０件
（３人）
（３人）

Ⅱ 熱海市公平委員会の業務の状況（平成26年度）
１
２

7

勤勉条件に関する措置の要求の状況
不利益処分に関する不服申立て状況

０件
０件

懲戒
処分件数

戒告
０件

減給
０件

停職

免職

合計

０件

０件

０件

詳しい内容は熱海市ホーム
ページで公表しています。

市内の小学校 5 年生を紹介する人気コーナー

多賀小学校

５年１組

人

31

やま

の

うち

担任 山
: ノ内

かつ ひこ

克彦

先生

多賀小学校

５年２組

人

31

うち だ

担任 内
:田

ま

き

真貴

先生

8
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伊豆山小学校
５年１組
人

10

みず たに

担任 水
:谷

ひかり

光里
先生

ごみ減量へのご協力ありがとうございます
問い合わせ

環境センター☎0557(82)1153

市民の皆さんのご協力によって、これまでにごみの排出量は安定して１割以上の削減ができています。
ごみの減量にご協力いただき、ありがとうございます。
可燃ごみの有料化が始まった平成22年度は21年度比で11.1％（2,981ｔ）の削減となり、平成26年度は、21
年度比で13.6％（3,651ｔ）が削減されました。可燃ごみだけで見ると、14.8％（3,401ｔ）が削減されていま
す。今後も、ごみの減量化、3Rの推進にご協力をお願いします。

ごみ排出量

可燃ごみの量

単位：トン（t）

28,000

2 4 ,0 0 0

27,000

2 3 ,0 0 0

26,000
25,000

26,806
11.1%

2 2 ,0 0 0
13.6%

24,000
23,000
22,000

22,919
14.8%

2 1 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0

23,825

23,397 23,400 23,583

1 9 ,0 0 0
23,155

21,000

1 8 ,0 0 0

20,018

19,600 19,695 19,849

19,518

1 7 ,0 0 0
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

9

単位：トン（t）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

はち
ち
は

まる
る
ま

にい
い
に

むし歯はなぜできるの？

まる
る
ま

中学３年生で歯肉炎もむし歯もな
い生徒の保護者に︑秘訣を聞いてみ
たところ次のような答えが返ってき
ました︒

皆さんの健康づくりを

応援する教室

○転ばない身体をつくる教室
下半身の筋力と柔軟性をアップす
るトレーニングを行い︑バランス機
能の向上を図り︑転ばないための身
体づくりを目指す教室です︒また︑
環境を整えるなどの転倒予防法も同
時に学びます︒
対象者
歳以上の人
定員 各会場 人
︵応募者多数の場合抽選︶
参加費 無料
申 込 期 限 各 会場 月 日
︵水 ︶
まで

10
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目指せ８０２０！

80

噛む
むこ
こと
と︑
︑食
食べ
べる
るこ
こと
とは
は︑
︑生
生き
きる
るこ
こと
とに
につ
つな
なが
がり
りま
ます
す︒
︒
噛

こと︑フッ化物を使用して歯の質を
強くすること︑食物が長時間にわた
り口の中に残っていないことが︑重
要なポイントになります︒

中学３年生の保護者に聞きました
平成 年度歯肉炎もむし歯もな
い児童・生徒は︑小学６年生で２０
８人中 人︑中学３年生で２０７
人中 人となっています︒

18

南熱海支所
日時
月 日︑
月４日︑ 日︑ 日
︵いずれも金曜日︶
午後１時 分〜３時 分

17

18

30

20

参加者募集

上多賀会館
日時
月 日︑
月３日︑ 日︑ 日
︵いずれも木曜日︶
午前 時〜正午

11

10

11

30

20

８０２０運動をご存知ですか？
平成元年から厚生省︵当時︶と日
本歯科医師会が推進している﹁ 歳
になっても 本以上自分の歯を保と
う﹂という運動です︒ 本以上の歯
があれば︑何でも噛んで食べること
ができるといわれています︒そのた
め﹁生涯自分の歯で食べる楽しみを
味わえるように﹂との願いをこめて
始まった運動です︒
今回の健康づくりコーナーでは︑
歯肉炎やむし歯のない人などに伺っ
た秘訣をご紹介します︒

○食べたらすぐみがく︵うがいだけ
でも行う︶ように︑小さいときか
ら声かけをしました︒
○小学６年生まで仕上げみがきをし
ていました︒
○小さいときからフッ化物を使って
いました︒
○半年に１度は歯医者に行っていま
す︒
○小さいときから︑とにかくよだれ
が多かったです︒
○好き嫌いはなく︑何でもよく食べ
ます︒煮物も大好き︒
○夜は早く寝るので︑夕食後に何か
食べる習慣はありません︒
それでは︑実際に８０２０を達成
している人に伺ってみましょう︒

15

26

10

27

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

むし歯はなぜできるの？

むし歯

27

75

47

歯質

65

12 11

12 11

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

口の中の細菌が歯垢︵プラーク︶
となって歯の表面に付き︑食物︵特
に砂糖︶を材料にして酸を作りだし
ます︒その酸が歯の成分を溶かすこ
とでむし歯になります︒
ですから︑口の中の細菌を減らす

細菌
食物

健康 づくり

８０２０県民表彰を受けた
田中賢子さんに聞きました
た なかよし こ

田中賢子さんは広島県生まれの現
在 歳︒ 本の歯が残っています︒
熱海市を代表して平成 年２月に８
０２０県民表彰を受けた田中さんに
その秘訣を伺いました︒

70

70

歯の手入れの方法を教えてください

27

歯みがきはしていましたけど︑
歳までは歯のことに関心はなかった
です︒ですが︑ 歳のときに︑突
然︑歯に違和感があって歯医者さん
し そうのうろう
に行きましたら︑歯槽膿漏になりか
けだよって言われて︑それから歯の
ことを意識するようになりました︒

歯の手入れで気をつけているのは︑
食後は必ず歯をみがくということで
す︒特に夜は５分のタイマーをかけ
て︑丁寧にみがくようにしています︒
歯ブラシのほかに歯間ブラシも使い
ます︒
それに︑痛みや違和感がなくても︑
半年ごとに歯医者さんに行って定期
的に検診を受けています︒歯医者さ
んに行くと︑歯を丁寧に診てくださ
いますので安心です︒
本の歯が残っている秘訣は？

〜同席した娘さん談〜
﹁母はよく噛んで食べます︒納豆
は毎日食べますが︑噛まずに食べら
れるように納豆をごはんにかけて食
べることはしません︒納豆は納豆だ
けで食べます︒魚中心の食事が多い
のですが︑お肉も好きです︒自宅で
手作りしているヨーグルトは毎日食
べます︒﹂

﹁しっかり噛むこと﹂の効果
その１
その２
その３

さんさん

ふじ３３プログラム教室

日︵火︶

分

ふじ プログラムとは︑
﹁ふ﹂普段の生活で
﹁じ﹂実行可能な
﹁３﹂３つの行動メニューを
﹁３﹂３人で
をキーワードに静岡県が考案した︑
健康づくりのためのプログラムです︒
３人１組で目標を決めて実行する楽
しい教室です︵受講料無料︶︒
日程・内容

日︵火︶

自由参加
※

自由参加
※

開始式︵体力測定など︶

月

栄養セミナー

月２日︵水︶

運動セミナー

日︵月︶

日︵木︶︑

年１月

年２月

25

月

平成

終了式

平成

16

30

その４
その５

顔の筋肉が鍛えられて
若く見える
脳へ刺激が伝わり
認知症予防に繋がる
消化を助けて
胃や腸の負担が減る
必要な栄養が
身体に吸収される
噛みしめることで
踏んばる力がつく

８０２０を目指して︑
健康寿命を延ばしましょう

28

11 15

28

33

11

12

12

時間 午後１時 分〜３時
︵開始式・終了式は午後３時
終了︶
場所 いきいきプラザ７階
募集人員
人︵先着順︶
申込期限
月 日︵金︶

30

24

17

28

13
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15
11

私は生まれたとき身体が弱くて︑
医者に長生きしないと言われたらし
いです︒母親は﹁お菓子﹂より﹁果
物﹂をおやつとして出してくれてい
ましたね︒今でも︑甘いお菓子はな
るべく食べないようにしています︒
食べ物の好き嫌いはありません︒小
魚は骨ごと食べます︒好物は﹁アジ
の南蛮漬け﹂と田作りにくるみとゴ
マを入れて甘めに煮た﹁田作りくる
み﹂で︑毎日食べています︒歳をと
ると食べられなくなると言いますが︑
娘たちと同じものを同じだけいただ
きます︒
﹁歯の手入れをすること﹂﹁しっ
か り 噛 むこと﹂見 習いたいで す
ね︒

!!

28

89

浄化槽の使用には定期的な
維持管理が必要です

消防ひろばを開催します

東部健康福祉センター ☎055(920)2135

浄化槽は水中の微生物の働きを
利用して汚水を浄化するものです。
つまり微生物が汚水の中の汚物を
食べ、きれいな水だけを残します。
微生物は、空気を好まないもの
と、空気がないと弱ってしまうも
のがいて、定期的な点検を怠ると
汚水の浄化に影響が出ます。
浄化槽の維持管理の目安は以下
のとおりですので、定期的な維持
管理をよろしくお願いします。
◆清掃 １年に１回以上
◆法定検査 １年に１回(県で指
定した静岡県生活科学検査セン
ターに依頼して実施)
◆保守点検 おおむね１年に３〜
４回(種類によって異なります)

動物愛護ボランティア
意見交換会を開催します

【問い合わせ】消防予防室 ☎0557(86)6611

おさかなフェスティバルを開催します
日時：10月31日(土)・11月１日(日) 午前９時〜午後３時
場所：熱海港海釣り施設、7.5 岸壁
内容：船釣り体験（有料）、干物づくり体験教室（有料）、浜焼きコー
ナー、ワカメ味噌汁無料サービス（各日11時〜）
【問い合わせ】観光推進室 ☎0557(86)6195

熱海市立図書館創立100周年記念式典・特別展を開催します

熱海保健所衛生薬務課
☎0557(82)9111

静岡県では、災害時における
ペットへの対応などについて、県
民の皆さんに広く知っていただく
とともに、ボランティア活動を行
っている人同士の意見交換や、興
味ある人へのボランティア紹介を
目的に意見交換会を開催します。
日時：11月４日(水)午後１時30分〜
場所：熱海総合庁舎第３・４会議室
※公共交通機関をご利用ください。
内容：静岡県動物愛護管理推進
計画の進捗状況、災害時における
ペットへの対応などについて、意
見交換など
申込方法：熱海市役所生活環境室
☎0557(86)6272に、電話または
窓口でお申し込みください。

統計情報

市民の皆さんの防火意識の高揚と火災予防に対する理解を深めてい
ただくため、今年も「消防ひろば」を開催します。
子どもから大人まで大勢の皆さんの参加をお待ちしています。
日時：11月１日(日) 午前９時30分〜11時30分 ※小雨決行
場所：熱海観光港芝生広場
内容：
各種体験コーナー 救助訓練体験、はしご車・消防車試乗など
お楽しみコーナー 風船、消防車と綱引きなど
展示コーナー 住宅用火災警報器、幼年消防クラブ防火ポスターなど
幼年消防クラブによる合唱

◆記念式典・講演「熱海市立図書館100年の歩み」
日時：11月10日(火) 午後１時30分〜３時30分
場所：起雲閣 音楽サロン
◆特別展
日時：11月18日(水)〜22日(日) 午前９時〜午後５時
場所：図書館５階会議室
※いずれも事前申し込みおよび料金は不要です。
【問い合わせ】図書館 ☎0557(86)6５９１

坪さんゆかりの土地と図書館を知ろう！ 〜小学生編〜
図書館創立100周年を記念して、図書館の歴史や坪内逍遙先生に関
する小学生向けの講座と、ゆかりの地を巡るウォークラリーを開催し
ます。
日時：11月14日(土) 午前10時〜12時30分
場所：起雲閣 音楽サロン
対象：市内小学生（１〜３年生は、保護者同伴）
定員：１グループ３人×10組（先着順）
申込方法：電話または窓口でお申し込みください。 熱海市立図書館
【問い合わせ】図書館 ☎0557(86)6５９１

８月末の人口
人

男
女

口

38,157 人
17,267 人
20,890 人

世帯数
21,242 世帯
人口前月比
83 人減

記念キャラクター
「坪さん」

８月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,893
約 360
約2,239
102.3

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,893 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ
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ジェネリック医薬品
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10月
に送付しました。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
ご使用いただくことで、ご自身や
熱海市国保財政の負担が軽減され
ます。
ジェネリック医薬品を希望され
る場合は、医師・薬剤師にご相談
ください。

11月11日から17日は
税を考える週間です
熱海税務署☎0557(81)3515

◆税の作品展
期間：11月７日(土)〜23日(月祝)
場所：マックスバリュ熱海店
内容：「税の標語」「作文･習
字・ポスター」作品展示
◆年末調整・青色申告決算説明会
日時：11月17日(火)
【法人および個人の源泉徴収義務者】
午前10時〜正午
【個人の青色申告者】
午後１時30分〜３時30分
場所：起雲閣 音楽サロン
※公共交通機関をご利用ください。
◆個人で事業を行っている人の
帳簿の記載・記録の保存について
平成26年１月から、事業所得、
不動産所得または山林所得を生ず
べき業務を行う全ての人は、記
帳・帳簿書類の保存が必要となり
ました。
◆無料税務相談
日時：11月16日(月)
午後１時〜３時
※申し込みは不要です。
ひばり
場所：起雲閣 雲雀の間
相談員：東海税理士会熱海支部会員

13

子ども医療費助成受給者証
について
子育て支援室☎0557(86)6351

熱海市では中学校３年生までを
対象に、医療費助成を行っていま
す。10月１日に更新した子ども
医療費助成受給者証を送付しまし
たので、届かない場合は子育て支
援室にお問い合わせください。
なお、保険証や保護者などに変
更のある人、出生・転入により子
ども医療費助成の手続きをしてい
ない人は、子育て支援室窓口にて
手続きをしてください。

「しぞーかでん伝体操」
講演会を開催します
健康づくり室☎0557(86)6295

静岡県看護協会熱海・伊東地区
支部では、一般の人と看護職を対
象として講演会を開催します。
日時：11月７日(土)
午前10時〜11時30分
場所：国際医療福祉大学熱海病院
地下１階会議室
演題：しぞーかでん伝体操〜高齢
化社会に向け健康の維持増進
講師：藤原有美 氏（KEEP FIT）
申込方法：住所・氏名・電話番
号・ＦＡＸ番号を記載して、ＦＡ
Ｘにて事前に静岡県看護協会東部
地区支部事務所へお申し込みくだ
さい。
ＦＡＸ番号 055(981)1222
※受講料は無料です。

市有地を売却します
管財室☎0557(86)6663

所在地：熱海市熱海字櫻沢1962番
106／地目：山林／地積：117.00
㎡／予定価格（最低売却価格）：
1,860,000円
売却方法：一般競争入札
申込期間：10月26日(月)〜11月
６日(金)
入札日：11月11日(水)
※詳しくは、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。

市営住宅（抽選住宅）
入居者を募集します
建築住宅室 ☎0557(86)6423

市営住宅（抽選住宅）の入居申
込受付と抽選会を行います。
対象住宅：○林ヶ久保市営住宅
１戸、○笹良ヶ台市営住宅２戸、
○小嵐市営住宅１戸（小嵐は単身
申し込み可）
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）。単身申し込みは、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。そのほか収入な
どの基準があります。
申込期間：10月26日(月）
〜11月18日(水)
抽選会日：11月26日(木)
※申込者に後日、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。

普通救命講習の受講者を
募集します
消防署救急係☎0557(86)6605

市民、市内企業、団体を対象に
心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いな
どの救命講習会を実施します。
ぜひご参加ください。
講習日：11月15日(日)
時間：午前９時30分〜12時30分
場所：伊豆山 仲道公民館
対象：中学生以上の市内在 住・
在勤・在学者
定員：30人(先着)
※申込方法・期限など、詳しくは
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。
「熱海でお仕事就職面接会」
日時：11月12日(木)
午後１時30分〜４時
場所：熱海後楽園ホテル
対象者：市内で働きたい人
詳細はお問い合わせください。
産業振興室☎0557(86)6204

なりました︒
催し物の中でも特に好評だったの
が︑﹁読書週間記念講演会﹂です︒
文化会館の完成前から読書週間に合
わせて開催されてきた講演会は︑文
化会館にできたホールを利用してさ
らに規模を拡大︑より多くの市民が
来場するようになりました︒
﹁読書週間﹂とは︑毎年 月末
から 月にかけて読書の楽しさや
習慣づけを呼びかける全国的な行事
です︒大正 年に始まり︑戦時中に
廃止されたものの︑昭和 年に改め
て設けられた読書週間は︑熱海市立
図書館の前身である市立熱海図書館
でも昭和 年から開催されました︒
第１回の読書週間には︑熱海在住の
名士による﹁読書懇談会﹂が開催さ
とくとみ い いちろう
そ ほう
れ︑徳富猪一郎︵蘇峰︶︑横山大観︑
佐佐木信綱など︑そうそうたる顔ぶ
れが参加しました︒
11

22
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熱海の読書週間は︑その後も郷土
資料の展覧会や講演会︑座談会や俳
句会︑また︑レコードコンサートな
どが行われており︑当時の関係者の
意気込みが感じられます︒
読書週間を広報するポスターも︑

読書懇談会の署名

第１回は手書きによるものでしたが︑
昭和 年からは印刷され図書館の資
料として保存されています︒
平成 年度の読書週間の標語は
﹁いつだって 読書日和﹂ですが︑
再開された昭和 年は図書館ごとに
標語を募集していました︒残された
記録によると︑昭和 年の標語は
﹁あかるい生活 楽しい読書﹂︑昭
和 年は﹁今日の読書は あすへの
希望﹂で︑戦後の発展期にある日本
の社会情勢がうかがえます︒
また︑昭和 年から作製が始まっ
た﹁読書週間記念カレンダー﹂は
好評で︑特に図書館所蔵の古絵図を
使ったカレンダーは人気でした︒こ
のカレンダーによって︑熱海の歴史
に関心を抱く市民も増えたといわれ
ます︒
27

熱海市長

齊藤

栄

チーム熱海で満足度アップ！

93

今年の夏は︑市内海水浴客が昨年比
％増︑シルバーウィークも初島航路の
乗船客数が今夏の最多記録を塗り替え︑
熱海駅前商店街は閉店時間を遅らせるな
ど大きな賑わいを見せました︒
しかしながら︑私には大きな不安もあ
ります︒お客様は常に熱海を厳しく値踏
みしています︒もし︑﹁評判ほどでもな
かった﹂﹁期待外れだった﹂と思われれ
ば︑また少しでも熱海で何か不愉快な思
いをすれば︑二度と見向きもしてくれま
せん︒熱海は今︑正念場にいるのだろう
と思っています︒﹁日本でナンバーワン
の温泉観光地﹂を目指して︑熱海が一段
上の観光地になるため︑さらにお客様の
満足度を上げていかなければなりません︒
行政は道路や歩道などのインフラ整備
や︑熱海市全体のＰＲ︵シティプロモー
ション︶といった︑行政にしかできない
ことを責任を持って行います︒そして市
民の皆さんには︑熱海にいらしたお客様
の満足度を上げるためのお手伝いをぜひ
してほしいのです︒何も特別なことをす
るのではなく︑ご自身の持ち場で少しご
協力いただければ十分です︒例えば︑お
客様に接する方であれば︑普段のサービ
スに加えて︑熱海のイベント情報や︑熱
海の住人だけが知っている絶景ポイント
を教えてあげる︑お客様に接する機会が
無い方は︑家やお店の周辺を掃除して︑
お客様に気持ち良く過ごしてもらうと
いったことなどです︒
熱海の持つ素晴らしい景観︑食の美味
しさ︑温泉文化などを︑お客様に心から
満喫していただけるように︑そして熱海
のファンになっていただけるように︑市
民が一丸となって︑﹁チーム熱海﹂で力
を合わせていきましょう︒
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広報あたみ 2015.10
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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）

22

37

23

32

31

今回︑創立１００周年を記念して︑
かつての﹁読書週間記念カレン
ダー﹂同様の﹁熱海市立図書館所蔵
古絵図カレンダー﹂を作製する予定
です︒ご期待ください︒

読書週間記念カレンダー

問い合わせ：熱海市立図書館
☎0557(86)6591
現在も続いている読み聞かせの会

13

23

第７回
熱海市立図書館と読書週間
昭和 年に文化会館内に誕生し
た待望の﹁熱海市立図書館﹂︒蔵書
数も増え︑市民が集う場として整備
された図書館では︑さまざまな催し
物が行われるようになりました︒
平成に入ってからは﹁絵本の読み
聞かせの会﹂や︑﹁しかけ絵本展﹂︑
﹁人形劇﹂︑﹁製本と楽しい仲間達
展﹂などが行われています︒これら
は市民の皆さんと協力して行った活
動で︑本を読むだけではない図書館
の新たな魅力を発信するきっかけと
42

11月November
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 ( 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
11 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
４日㈬ 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
５日㈭
泉支所
19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
６日㈮
七尾団地集会場
20日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
10日㈫
第二小学校
24日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
11日㈬ 第一小学校
25日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
12日㈭
多賀中学校生徒正面玄関前
26日㈭
13日㈮
熱海中学校
27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㈰
2㈪
3㈫

各種相談日

施設休業日
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※３日まで

消身

図

文化の日

図

4㈬

行

◆両親学級②（いきいきプラザ）10：00〜13：30
●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

起

5㈭

法

●製本教室（図書館）9：30〜15：00
●熱海子育て支援センター「小麦粉粘土あそび」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

マ

6㈮

心

●南熱海子育て支援センター「歯科相談」
（多賀保育園）
10：30〜11：00

7㈯
8㈰
9㈪

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
図
マ

消人
知

◆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

10 ㈫
11 ㈬

交

12 ㈭

法

マ
起
マ

◆両親学級③（いきいきプラザ）13：30〜16：15

マ

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

マ

14 ㈯

熱海梅園もみじまつり（熱海梅園）※12月６日まで
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※15日まで
網代ひものまつり（大縄公園）11：00〜15：00

15 ㈰

網代ひものまつり（大縄公園）10：00〜15：00

16 ㈪

消ぷ
障精

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〜

18 ㈬

行

●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
◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

起
釣

●熱海子育て支援センター「なかよしランド 自由遊び」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
●南熱海子育て支援センター「クッキー作り」
（多賀保育園）
10：00〜11：00
◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

19 ㈭

図

20 ㈮
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

21 ㈯
22
23
24
25

㈰
㈪
㈫
㈬

26 ㈭

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
勤労感謝の日

起
法

27 ㈮
28 ㈯
29 ㈰
30 ㈪

図

不

●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

多賀・網代文化展（起雲閣）10：00〜16：30 ※29日まで
●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

図

消何

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。

熱海港海釣り施設
11月８日(日)

市民無料券

駐車場無料券

11月８日（日）
当日限り有効
人
おとな
人
こども
人数を記入して
受付に提出して
ください。

11月８日（日）
普通車１台
当日限り有効
入口にて係員に
提出ください。

市民無料（荒天中止）

問い合わせ

公園緑地室☎0557(86)6218

親子釣り教室の開催
日時：11月８日（日）※荒天中止
午前９時から正午まで
対象：熱海市民の親子15組（事前予約先着順）
費用：無料（釣りセット含む）
申込期限：11月５日（木）午後５時
申込先：熱海港海釣り施設管理棟
☎0557(85)8600
内容：専門のスタッフが餌の付け方から
針の外しかたまで丁寧に教えます
熱海港海釣り施設は、全長260ｍの堤防全体を柵で囲み、安全対策のされた海釣り公園です。
スタッフが親切丁寧に指導するので、釣りが初めての子どもや女性でも気軽に海釣りが楽しめます。
秋は釣れる魚の種類が豊富です。市民の皆さんもこの機会に海釣り体験をしませんか。

利用料金

利用案内
釣り

見学のみ

人

３００円

１００円

中 学 生

２００円

５０円

小 学 生

１００円

５０円

大

駐 車 場

５００円

釣り具などは各自でご用意ください。
※貸竿(市民料金1600円)は予約が必要です。

開園時間：【４月から10月】午前６時から日没まで
【11月から３月】午前７時から日没まで
休園日：毎月第３水曜日（ただし熱海海上花火大会の開催日
はその日が休園日となります）。また晴天でも強風
や波浪により休園とする場合があります。
その他：施設の利用と貸竿の予約は熱海港海釣り施設管理棟
☎0557（85）8600へお問い合わせください。
なお、安全のため一度の入場者を制限しています。
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

11月２日（月）
■市民税・県民税
第３期
■別荘等所有税
第３期
■国民健康保険税
第４期
【納税室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第４期
【介護保険室】☎0557(86)6282
■後期高齢者医療保険料
第３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/
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