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新年のごあいさつ

栄
齊藤

標年度とする﹁第四次熱海市総合計
画﹂の初年度でもあります︒総合計
画は︑ 年後を展望し﹃住むひとが
誇りを 訪れるひとに感動を 誰も

春をお迎えのことと心からお慶び申
し上げます︒私は市長就任２期目の
新年を迎え︑ますます身が引き締ま
る思いです︒今年は２０２０年を目

明けましておめでとうございます︒
市民の皆様には︑すがすがしく新

﹁熱海は今︑
新たなステージへ﹂

熱海市長
ステップ・ジャンプのステップとす

が輝く楽園都市 熱海﹄となること
を目指しています︒就任２期目を﹁新
しい熱海の創造﹂に向けた︑ホップ・
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べく︑尽力していく所存です︒
振り返ってみると︑就任１期目の
４年間は︑財政再生団体への転落を
避けるべく︑
﹁財政再建﹂を市政の最
重要課題として︑全力で取り組みま
した︒心ならずも︑市民の皆様そし
て産業界の皆様には我慢とご負担を
強いることになりましたが︑皆様の
ご理解とご協力により︑当面の財政
危機を脱することができました︒深
く感謝を申し上げます︒
就任２期目となる今後は︑新たな
ステージとして︑これまでの﹁財政
再建﹂を基本としながらも︑市政の
重点を徐々に﹁元気な経済﹂と﹁豊
かな暮らし﹂に移していきます︒
例えば︑これまで財政上の制約か
ら凍結せざるを得なかったJR熱海
駅前広場の整備に着工したいと考え
ています︒交通結節点としての機能
を大幅に高めるだけでなく︑温泉の
湯煙を楽しめる設計︑
梅とあたみ桜の
植栽︑ベンチを
より多く配置す
るなどして︑観
光客のみならず︑
市民の皆様に
とっても満足い
ただける新たな
熱海の顔づくり
を目指します︒

庁舎建設については︑平成 年度
の耐震化完成を目指し︑仮庁舎の建
設を含む分庁化計画を実行に移した
いと考えています︒
熱海市の大きな課題である少子高
齢化対策については︑中学３年生ま
での医療費無料化︵入院および通院︶︑
学童保育︵放課後児童クラブ︶の拡
充︑介護予防の充実などを進めてい
きます︒
熱海市は厳しい財政難を乗り越え
て︑新たなステージにようやくたど
り着くことができました︒しかしな
がら︑地域経済の低迷︑少子高齢化
などの課題が依然として前に立ちは

拶とさせていただきます︒

皆様︑そして熱海市にとりまして︑
大きな﹁飛躍﹂の年になることを心
から祈念いたしまして︑新年のご挨

卯年は兎の飛び跳ねる姿から﹁飛
躍﹂を表すそうです︒新年が市民の

ります︒引き続き市政へのご協力を
どうぞよろしくお願いいたします︒

だかっていることに変わりはありま
せん︒今後とも気を緩めることなく︑
皆様と力を合わせて︑熱海の未来を
信じて前進していきたいと考えてお
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新年のごあいさつ

﹁新たなる熱海の
発展に向けて﹂
明けましておめでとうございます︒
市民の皆様には︑希望に満ちた輝
かしい新春をお迎えのこととお慶び
申し上げますとともに︑日ごろより
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お礼を申し
上げます︒
迎えた２０１１年が︑リーマン
ショック以来落ち込んだ景気低迷を
脱し︑明るい年になってほしいと願っ
ているのは︑私だけではないと思い
ます︒しかし現実に目を向けると︑
国や地方が景気回復のため︑エコポ

田中 秀宝

により︑年金や医療費の負担増といっ

がら︑行政と切磋琢磨し明日の熱海
発展のため力を尽くしてまいります︒
どうか市民の皆様には本年も変わ

になり︑現在︑ ％を超える高齢化
率はさらに増え︑ ％を超えるとさ
れております︒
今︑来年度に向けての予算編成作
業が始まっておりますが︑厳しい状
況にある財政を見据えながら︑懸案
となっている中央保育園・庁舎建設
などの問題を解決し︑さらに人口減
少社会︑少子高齢化社会に関連し︑
今後発生するであろう問題にも対処
していくための施策を行っていくこ
とは並大抵のことではなく︑それだ
けに行政運営に対する的確な判断と
一層の創意工夫が必要になってまい
ります︒
市議会では人口・財政・社会経済
などの状況を踏まえ︑今春の統一地
方選挙から議員定数を２名削減いた
しますが︑今後も議決機関︑そして
チェック機関としての議会の役割と
責任を議員一人一人が強く認識しな
を実施しているものの︑経済が急激
に好転することはあまり期待できず︑
地方を取り巻く環境は︑大変厳しい
と言わざるをえません︒
仮に低迷する景気が上向いたとし
ても︑かつてのような急激な景気回
復は望めず極めて緩やかなものであ
り︑特に景気の悪影響を最も早く受
け︑恩恵は最も遅く受けることにな
る観光を基幹産業にする本市では︑
さらに緩やかなものになると考えな
ければなりません︒

た社会保障の問題をはじめ︑労働力
人口が減少することに伴い経済活力
や社会活力が減退していくといった

また︑これから本格的な人口減少
社会︑超高齢化社会が到来すること

問題など︑多岐にわたる問題が発生

らぬご支援とご協力を賜りますよう
心からお願い申し上げ︑新年のごあ
してくることが予想され︑自治体に
はこれまで以上に将来を見通した施
策の展開や再構築の必要性が求めら
れてまいります︒
国立社会保障・人口問題研究所が
発表した推計によると︑熱海市の２
０２０年の人口は約３４︐０００人
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いさつといたします︒
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イント制度などをはじめ様々な施策

熱海市議会議長

市長新春対談

せていただきました︒よろし
くお願いします︒
先生は︑東京と熱海を行き
来しながら︑ 年前から熱海

市長 本日は︑新春対談とい
うことで︑ご自宅にお伺いさ

熱海を
住みたくなる
憧れのまちに

現在放送中の ﹁ 渡 る 世 間 は 鬼 ば か り ﹂ な ど ︑ た く
さんの作品の脚 本 を 手 が け る 橋 田 壽 賀 子 さ ん に 執 筆
の拠点として生 活 し て い る 熱 海 の ご 自 宅 で ︑ こ れ か
らの熱海の可能 性 に つ い て ︑ 齊 藤 栄 熱 海 市 長 と 対 談
していただきま し た ︒

橋田 そうですね︒オイル
ショックのときに家を建てた
ので︑内装の材料が無かった
ことを覚えています︒１９７
０年代のころですかね︒
市長 熱海を選んだきっかけ
は何ですか︒

に住んでいらっしゃるそうで
すが︒
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橋田さんのご自宅のリビングにて

橋田壽賀子さんと語る

市長新春対談

橋田 主人の実家が沼津なん
です︒その近くで探していた
ら︑玄岳からの眺めがすごく
良くて︒東京から 分ですか
らね︒これならいいなと思っ
て衝動買いでした︒
家を建てた後︑長い間放っ
ておいたのですが﹁女太閤記﹂
を書いているころ︑東京の自
宅の周りで工事が始まりその
工事の音がうるさくて︑資料
を全部持って熱海に移ったん
です︒
資料を持って行き来できな
いので︑こちらに居ついてし
まったんです︒そしたら︑主
人も気に入って︑ここから通っ
ていました︒新幹線が止まる
ので︑ビール１本飲んでいる
うちに着いちゃうって︑言っ

ていましたね︒それぐらい近
いんですね︒
そういう意味では非常に便
利で︒それに︑熱海は軽井沢
に海があるようなものですか
らね︒それがものすごく気に
入ったんですね︒海があって
山があって︒

個人を大事にできる空間が
熱海にはある
市長 橋田先生がお住まいの
この多賀は︑不思議なことに
芸術家が多いですよね︒ここ
にはインスピレーションが沸
く何かがあるんですか︒
橋田 私がこの多賀で好きな
ところは︑空気がきれいなと

平成18年９月、第21代熱海市長に就任。
平成22年９月より２期目。

いということでしょう︒

市長 私のある知り合いの方
も︑若い時に療養で熱海に移
り住んだのですが︑このまち
の水と空気と食べ物と温泉の
おかげで︑健康を取り戻し︑

然違うって︒太陽と空気が良

はスタッフの皆さんにとって
も良かったんですね︒
市長 先日も雑誌で泉ピン子
さんが熱海に住所を移してい
ただいたとありました︒東京

熱海の発展には
温泉が欠かせない

ころ︑そして静かなところで
すね︒住み始めたころは︑ス
タッフが原稿を取りに来るの
に遠くて大変かなと思ったら︑
スタッフは熱海に来るのがう
れしいんですって︒東京から
開放されて︒そういう意味で

数多くのヒットドラマを手がける脚本家。
代表作には「女太閤記」
「おしん」
「春日局」
「渡る世間は鬼ばかり」などがある。

人も多いですよね︒
海岸の散歩道もいいですよ
ね︒ここでは当たり前でしょ
うが︑排気ガスが無く歩ける
んですから︒犬の散歩にもい
いですよね︒ピン子さんも犬
を３匹飼っていて︑こちらに
連れてきたら犬の毛並みが全

橋田 壽賀子 さん
にこれだけ近くて︑生活の質
も高いところが熱海の売りだ
と思っています︒
橋田 個人を大事にできるっ
ていうんですかね︒集中でき
ますね︒ものを書く人︑創造
的な仕事をする人にとっては︑
とても良い環境です︒有名な

温泉といえば私は温泉

長生きすることができたと
言っています︒

橋田

のシャワーをします︒毛穴を
刺激して健康の素ですね︒
市長 熱海は明治のころから
多くの文人墨客が東京の奥座
敷として訪れて︑発展してき
たのですが︑その発展には温
泉は欠かせません︒

橋田 温泉が無かったらつま
らないですよね︒この多賀で
の生活は温泉が無くても満足
していますが︑温泉があるの
でもっと良いです︒来客用に
露天風呂を作ってあるんです
が︑それを楽しみに来る人も
多いですね︒

お年寄りに優しいまち
家族が訪れやすいまち

市長 先生から今の熱海に注
文などはありませんか︒

橋田 今の生活に満足してい
ます︒一番ありがたいのは︑
タクシーがここまで来るとい
う事ですね︒真夜中に帰って
きても︑玄関まで送ってくだ
さるんです︒それから︑お客
さん慣れしているというか︑
皆さん親切ですよね︒
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栄 熱海市長
齊 藤
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市長 私が熱海に来て一番驚
いたことは︑スーパーの前で
タクシーが待っていることで
した︒少しでも安いものを買
おうと思って︑スーパーに行っ
ているのに︒熱海は坂道が多
いですからタクシーは無くて
はならない交通機関です︒
橋田 最近の熱海はすっかり
お年寄りのまちになってしま
いましたね︒
市長 確かに高齢者の比率は︑
静岡県下では大変高いです︒

橋田 お年寄りの集ま
る場所を作ってケアを
しっかりする︒そうする
ことで介護職の雇用も生
まれますものね︒
市長 そうなんです︒雇用
の確保は大きな課題です︒
熱海は産業としては︑ほと
んど観光で成り立っています︒
工場を誘致しようにも平らな
土地がないという状況があり
ます︒
市外の大学に行っても戻っ
てくる職場がないというのが
大きな問題です︒それと同様
に子どもの出生率が県下で一
番低いという課題もあります︒
今︑私は少子高齢化対策︑
特に子育て支援に力を入れて
いかないと人口が急激に減っ
てしまうという危機感を持っ

橋田 思い切って︑たくさん
のお年寄りを集めて︑もっと
お年寄りのまちにしたらどう
ですか︒

ています︒

ご自宅から初島を望む眺め

市長 お年寄りが来てくれる
と︑結局お子さんが来たり︑
またその子どもが来たりと︒
行き来することで熱海の良い
ところを見てくれて︑さらに
若年層が来てくれる︒将来的
にここに住んでくれる︒そう
いった循環につながっていく
とありがたいです︒

住んでいる人すべてが
まちを発信する

市長 私は熱海にとって観光
も大切ですが﹁住まう﹂とい
うことを大事にしていきたい
と思っています︒この熱海に
住まうということを︑これか
ら広く外に発信していきたい

橋田

そうすると子どもや孫が来る︒
お年寄りが定着すると世代交

しゃった︑お年寄りが住む︑

と考えています︒
橋田 熱海は子どもを遊ばせ
橋田 熱海の街中しか歩いた
る場所が無いから︑ほかのと
ころに行ってしまうことがあ
ことが無い人がここに来ると
ると聞きます︒
﹁熱海にこんな良いところが
市長 外から来て滞在しての
あったの﹂って驚くんです︒
遊び場は限られているかも知
海のある軽井沢と宣伝したら
れませんね︒ただ︑ここに住
どうですか︒
んでいる子どもたちにとって
市長 これから熱海に住まう
は︑海や山といった自然など
ことの良さを︑シティプロモー
いろいろな題材があります︒
ションとして力を入れていき
ご 存 じ か も し れ ま せ ん が ︑ たいと考えています︒
それこそ市長がおっ
長浜の海岸を整備して︑近く
の人の散歩や親子の憩いの場
になっています︒夏の海水浴
客は３倍になりました︒それ
と常日ごろ思っているのです

が︑初島を教育に生かせない
かと考えているんです︒
橋田 そうですね︒初島はい
いですよね︒たくさんの子ど
もを集めて連れて行って︑冬
も運動できる施設とかを造れ
ばいいですよね︒初島は売り
物の一つになると思います︒

代もしていって︒
そのお年寄り層をターゲッ
トにしたらどうですか︒お年
寄りの方たちのサービスを充
実して︑たくさんの人に来て
もらう︒

市長 まだ昔ながらの温泉街
の熱海のイメージを持ってい
る人が多いんですが︑熱海が

いろいろな人が﹁住ん

変わりつつあることをアピー
ルしていきたいんです︒

橋田

で﹂って発信すればいいんじゃ
ないですか︒私はアピールし
ているつもりですが︒
市長 昨年の新春対談で︑ソ
ムリエの田崎真也さんとお話
をしたのですが︑何で東京か
ら熱海に移り住んだかという
と︑東京ではなかなか気持ち
がオフにならないけれども︑

熱海はついた瞬間にスイッチ
を切り替えることができると
言っていました︒
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市長新春対談

休耕地を活用して
週末農のすすめ
東京から近く︑空気が

多くあると思います︒

が繁栄して歓楽地になって︑
また衰退して元に戻ったら︑
次は何をするかということで
すよね︒
市長 それを今まさに︑市役
所でも２０２０年のあるべき
姿として﹁第四次熱海市総合
計画﹂の議論をしています︒
橋田 私はセレブのお年寄り

橋田

業︑土いじりをする方が多い
です︒里山という言葉があり

の方たちが︑最後に熱海に住
むことがステータスになった

したが昭和９年に丹那トンネ
ルが開通すると一気に大衆化
が進みました︒
昭和 年代が観光客のピー
クで︑そこから人口も観光客
も減ってしまっていて︑現在
まちが衰退しつつあるという
危機感があります︒
このようなことから熱海は
今︑次の新たなステップを踏
み出さなければならないと考
えています︒

良くて︑遊びに来るだけでは
なく︑住んでもとても良いと
ころですよね︒庭があれば
ちょっと土いじりをしたり︑
農作業をしたり︒そんな生活
もできます︒
市長 一昨年から熱海の地元
を体験するプログラム﹁熱海
温泉玉手箱︵オンたま︶
﹂とい
うのを始めています︒網代で
は魚市場で漁師さんの朝ごは
んを食べたり︑多賀では土い
じり農作業をしたりと︒
これには観光客だけでなく︑
地元の人や最近移り住んだ人
が︑熱海の事を知りたい︑地
元とのかかわりを持ちたい︑
といって参加するんですね︒
ますが︑熱海では身近な︑手
作りの農園を里庭と呼んで活

橋田 昔は静かだった保養地

先生がおっしゃられたように︑
土いじり︑農業の人気が非常

動している団体もあります︒

らいいと思います︒大衆もい
いけど︑神戸の芦屋みたいに
丘の上に住宅地があるような︒

橋田 いろいろな規制がある
と思いますが︑それらを解決
して休耕地を貸す窓口を市役
所に作ったらどうですか︒登
録して貸したら︑けっこう借
りる人がいると思います︒マ
ンションの人たちでも︑農業
したい人がたくさんいると思
いますよ︒
通ると雑草が生えていて︑
もったいないと思うことがあ
るんですよね︒それでも誰に
借りていいか分からないので︑
借りたい人は︑市役所に行け
ば借りられる︒そんな︑週末
農はどうでしょうか︒
市長 とてもいい案だと思い
ます︒私の知っている方でも︑
医師や大学教授を引退して農

にあるんです︒

熱海に住むのが夢
ステータスのあるまち
市長 今までの熱海の歴史を
振り返ると︑明治のころから
東京の奥座敷として発展しま

橋田 私もそれが頭に浮かび
ました︒お年寄りが来ると家
族が来て︑そして雇用が生ま
れます︒熱海は私にとって最

市長 私は総合計画︑ カ年
計画の最初の年ですので︑熱
海が日本人にとって憧れのま
ちになるように︑住みたいま
ちになるように一生懸命努力
してまいります︒今日は︑あ
りがとうございました︒

いです︒そのために運動をし
ているようなものですから︒

間は鬼ばかり﹂が残っている
ので︑そのことで頭がいっぱ

高の場所ですね︒東京も大阪
も住みましたけど︑もう東京
に帰る気はしないです︒
市長 最後に︑今年の抱負な
どがありましたら︑お願いし
ます︒
橋田 まだ９月まで﹁渡る世

歳以上という居住条件などがある︒

10

玄関先のチューリップのつぼみを眺める二人

7

熱海で最後に住むのが夢だと
思うようなまちに︒
市長 アメリカに行くとアリ
ゾナやフロリダなどにリタイ
アメント・コミュニティとい
うのがありますね︒

橋田 今︑週末農というのが
東京でも流行っていますね︒
マンションの屋上に畑を作っ
て野菜を育てているそうです
よ︒熱海には休耕地がずいぶ
んありますよね︒
市長 決して広大な土地では
ないですが︑小さな休耕地が︑

※リタイアメント・コミュニティ
退職された方を居住者とする町︒

55

40

●障害者への支援

高齢者福祉サービス活用の情報提
供︑相談
高齢者世帯への実態調査

●お年寄りのこと

民生委員・児童委員の主な活動
●子どものこと
援助を必要とする児童の環境調査
学校との懇談会︵年２回︶
就学援助の認定
子育て︑子どもを取り巻く環境な
どの相談
●生活のこと

山田千惠子、樫 村 輝 美

あなたの最も身近な相談者であり支援者

︶６３２２

民生委員・児童委員の紹介
問い合わせ 高齢者福祉室☎０５５７
︵
妊娠中の心配ごとなどの相談・支援
等を行います︒

秘密は守られます

在宅生活者の福祉サービス活用の
情報提供︑相談
重度障害のある人に対するタク
シー券の配布

●社会福祉協議会との関係

椎野けい子、櫻 井 恭 子

86

民生委員・児童委員は︑常に個人
の人格を尊重するとともに秘密を守
ることが義務付けられています︒相
談の中で知り得た情報は守られます
ので︑安心してご相談ください︒

多賀小、網代小校区

社会福祉協議会会費の協力依頼
赤い羽根共同募金の協力依頼
社会福祉大会への協力
地域福祉活動の推進

第二小校区

生活困窮者︑高齢者︑心身障害者
の自立のための助言︑指導
歳末見舞金の配布
DV︵同居関係にある配偶者や家
族などから受ける様々な家庭内暴
力行為︶相談
虐待相談
災害時における要援護者について
の調査

星 合 達 枝、野 口 純 子

子育てのこと︑学校のこと︑介護
のこと︑経済的なことなど﹁誰かに
相談したい﹂
﹁話を聞いてほしい﹂と
思ったことはありませんか？
民生委員・児童委員は︑日常の中
で困ったり悩んだりしたことを相談
できる相手のひとりです︒皆さんと
一緒の地域で生活しながら︑個々の
立場に立って心配ごとや困ったこと
を解決するお手伝いをしています︒
ここでは︑民生委員・児童委員の
活動内容をはじめ︑平成 年 月よ
り ３年 間 ︑ 皆 さ ん の 支 援 者 と な る ︑

第一小校区

委員の紹介をします︒

桃山小・伊豆山小校区、
泉小中・初島小中校区

民生 委 員 ・ 児 童 委 員 と は ？

良子

細 谷 典 子、東

民生委員は︑厚生労働大臣から委
嘱され︑それぞれの地域において︑

児童福祉に関することを専門的に
担当する主任児童委員は、児童福祉
関係機関（福祉事務所、小中学校、
児童相談所）との連絡・調整や児童
委員の活動の援助・協力などを行っ
ています。

12

住民の立場に立って相談に応じ︑関
係機関と連携して問題解決に必要な
援助に努める人々であり︑﹁児童委員﹂
を兼ねています︒
児童委員は︑地域の子どもたちが
元気に安心して暮らせるように︑子
どもたちを見守り︑子育ての不安や

主任児童委員の紹介

22

民生・児童委員委嘱状伝達式での決意表明

8
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民生委員・児童委員の皆さんの氏名と担当区域
平成22年12月より３年間、民生委員・児童委員を担当する皆さんの氏名と担当区域を紹介します。

泉・伊豆山地区
氏
名
小澤昭治
小松こづ江
當摩達夫
荒木ミツ江
佐久間良雄
髙橋富江
中嶋親喜
徳田明洋
樋浦隆二
大森陽吉

担
当
地
区
伊豆山岸谷1組〜11組
伊豆山岸谷12組〜23組
伊豆山岸谷24組〜29組
伊豆山浜1組〜7組、10組〜12組
伊豆山浜8組〜9組、13組〜20組、プラザ伊豆山
伊豆山仲道1組〜7組
伊豆山仲道8組〜13組
七尾全域（団地除く）
七尾団地1棟〜5棟
七尾団地6棟〜11棟

氏
名
櫻井順子
荒井道子
古谷恵津子
川島章雄
成田春代
成田理恵子
湯澤菜穂美
森
仁
塩谷昇二

担
当
伊豆山稲村
東伊豆山
泉本区健康坂迄
桜ガ丘、泉本区健康坂上
譲葉団地、譲葉分譲地
泉五軒町1組〜4組
泉五軒町5組〜12組
泉左中沢全域
泉右中沢全域

地

区

南 熱 海 地 区
氏
名
山田好江
鈴木昭三
倉田とし子
藤間勝夫
長津惠美子
竹下正美
髙橋袈裟昭
大 竹 曻
瀧沢かず子
山本
敦
小松静香
杉田浩如
黒川一美
加藤 光義
齊藤良之
西島ひとみ

担
当
地
区
氏
名
上多賀1組〜5組下、6組
土屋 克實
上多賀7組〜13組、17組
西島みどり
上多賀14組〜16組、26組下、30組、31組
田中恒男
上多賀18組〜24組下
岡田行雄
上多賀24組上、25組、26組上
川口哲章
自然郷一部（アサヒ丘、初島台、熱海台ヴィラマンション）鈴 木
稔
自然郷一部（大島台、相模台、玄岳台）上多賀5組上、27組、29組 青 木 玲 子
下多賀1組
土屋
都
下多賀2組〜5組
檀上ゑみ子
下多賀6組〜8組
森田恭子
下多賀9組〜10組、12組
遠藤勝雄
下多賀11組
鈴木明惠
中野1組〜3組
菊間
進
中野4組、11組、12組
田中た江子
中野5組、6組一部
土屋
隆
中野6組一部、7組
萩原辰生

熱
氏
名
山本新一
山口弘子
石井由美子
大澤多津子
石﨑惠子
榎本紀公
戸本誠子
荒木ナナ子
青木信之
岸
秀明
犬飼啓介
加藤千晴
今城浩子
中島毅一郎
佐野明栄
永井基之
大川観暁
芹沢秋子
河合宏子
小澤桂子
新里昭夫
山口藤子
池田ヒデ子
吉田俊子
山森慶子
鳥澤康正
原美彌子
三橋節子
佐古絹枝
武田礼子
合田能子
川﨑惇子
山田久美子
杉山良文
菅沼敏男

9

担

当

地

海

区

初島
桃山町1〜15、25から28、伊豆山（ゴルフ場）一部
桃山町21、春日町15〜17、田原本町10
桃山町16〜20、22〜24
春日町1〜14
海光町全域
田原本町1〜9、11
林ガ丘町全域、咲見町町内会10組〜11組、パサニアクラブ
咲見町町内会1組〜4組
咲見町町内会5組〜9組
東海岸町7〜14
東銀座・温泉通り全域（咲見町1〜7、3・7は一部）、東海岸町1の一部
中央町1〜2、水口町1〜2、上宿町1〜4、7の一部、8
上宿町5、6、7の一部、9〜19
福道町全域、水口町3〜4、5・9の各一部、水口町二丁目18の一部、28、梅園町25の一部、30〜32
西山町1〜7、9〜14、38、40〜45
西山町8、16〜21、笹良ガ台町6〜10
西山町15、22〜37、39、熱海1740、緑ガ丘町31・34の各一部、36
緑ガ丘町1〜7、17、18、8・19・29の各一部、日金町1、5〜9、11の一部
西熱海町一丁目
西熱海町二丁目
緑ガ丘町19・29・31・34の各一部、20〜28、30、32、33、35
緑ガ丘町14（5棟）
、15（3・4棟）
、16（6・7棟）
緑ガ丘町9、13（8〜10棟）、14（1・2棟）、笹良ガ台町1〜5
緑ガ丘町8の一部、10〜12、県営住宅A・B・C棟
土沢全域
梅園町1〜4、8、23、24、26、22・25・29の各一部
梅園町5〜7、9の一部、10、相の原町1〜10、長畑山
梅園町9の一部、11〜21、27、28、22・29の各一部、西熱海町一丁目5
相の原団地1棟〜7棟、11棟
相の原団地8棟〜10棟、12棟〜14棟、県営A・B棟
相の原町11〜43
水口町5の一部、6〜8、10、12〜13、9・11の各一部
水口町11の一部、14〜20、清水町22・23の各一部
水口町二丁目全域（28と18の一部を除く）、水口町11の一部

※数字のみは、すべて番地表記

地

担
当
地
中野8組〜10組、13組
小山1組〜3組
小山4組、5組
和田木1組〜4組
和田木5組〜8組
和田木9組、10組（1〜4班）
和田木10組（5班〜7班）
、11組
和田木12組〜14組
グリーンヒル
網代片町、南町
網代宮町
網代宮崎町
網代町場
網代栄町
網代緑町・網代山
網代旭町

区

区

氏
名
神木健策
松尾光貴
安井孝義
松田晴光
芥川
暉
神木健策
井上静子
井上静子
門松國昭
森本百合子
金井保憲
安藤安代
東
征子
萩野隆子
梅
史子
谷口成伸
鈴木
操
宇畑登志子
東
信次
長渡泰子
小玉德子
齋藤里美
原田揚子
田村公平
田中武男
富田榮仁
阿部小夜子
小川敏子
寺島香世
中根
正
河村智章
野田 正身
大木利男
谷口三重子
小林惠子

担
当
地
区
清水町4、6、7、5・8・9の各一部
中央町3〜14、15の一部
東海岸町1の一部、2〜6、15、渚町1〜4
銀座町1〜14、渚町5〜12
渚町13〜20
渚町21〜24、清水町5の一部
ひばりヶ丘団地1棟〜9棟、20棟、青葉町31
ひばりヶ丘団地10棟〜19棟
山手町1〜7、青葉町22〜23、27〜31、19・24・26の各一部
青葉町9〜21、25、24の一部、熱海2011−5
青葉町1〜8、26の一部
紅葉ガ丘町15〜17、14・18の各一部
紅葉ガ丘町9〜13、14・18の各一部、19〜23
紅葉ガ丘町1〜8、24、25、桜町20の一部
桜町1〜4、和田町6〜8
桜町5〜8、12、11・13の一部、14
桜町13の一部（8号〜29号）、15〜19、20の一部（1号〜20号）
桜木町1〜4、5の一部、和田町11の一部、プチモンド熱海、熱海1981、1983、1993
桜木町9、10、12、7・8・11・18の各一部
桜木町13〜17、8・18の一部
桜木町19〜35、18の一部（38,48,49,50,59号）、曽我浦の一部（熱海1993、1997）
梅花町全域、桜木町11の一部（47〜48号）
（梅花町2−9→桜木町）
小嵐町2〜7、9、1・8の一部、桜町9〜10、11の一部
県営上小嵐住宅
和田町1〜5
和田町9、10、12、11の一部、桜木町6、5・7の各一部
和田町13〜20
昭和町19〜24、小嵐町10、1・11の一部
昭和町18の一部（18号）
、小嵐町12〜16、11の一部
清水町13・14・15・16・17・23の各一部、24〜26、昭和町1・4・17の各一部
中央町18、19、清水町14・15・16・17・22の各一部、18〜21
中央町15の一部、16、17、清水町1〜3、8・9・13の各一部、10〜12
昭和町1・4・13・17・18・19の各一部、2、3、11、12、14〜16
昭和町4の一部、5〜10、渚町25・26
和田浜南町全域・曽我浦の一部（熱海1992、1993）

★ 朝夕のライフワークとして！
★ 第二の人生の生き甲斐
やり甲斐を求めて！

室０５５７︵ ︶６４４５
までお問い合わせくださ
い！

交通指導員の活動に興味
のある人は︑熱海市交通指
導員会事務局・市役所防災

子どもたちの笑顔と元気
なあいさつが︑あなたに更
なる元気をくれるはずです︒

健康で熱意のある人のご応
募をお待ちしています︒

﹁子どもを交通事故から守
りたい﹂という思いがあり︑

■交通指導員募集！

子どもたちの登下校を
見守りませんか？
86

■交通指導員とは？
子どもの登下校時間帯における街
頭指導を日常的に行っているほか︑
各種観光行事での交通整理︑交通安
全関連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︒
昭和 年ごろから子どもの交通事
故増加に伴って︑自発的に地域の有
志らが街頭指導を行い始め︑その後︑
全国的に︑各市町村長が委嘱する﹁民
間交通指導員﹂が誕生し︑各市町村
交通指導員会の組織が設立されまし
た︒
熱海市交通指導員会は昭和 年
月に設立され︑現在 人が所属して
います︒

10

30

35

51

熱海市役所防災室 ☎０５５７
︵

︶０１１０

︶６４４５

☎０５４
︵２５４︶９１１０

★問い合わせや相談は︑相談窓口を
ご利用ください︒
県警ふれあい相談室

★事件・事故の被害に遭ったり目撃
した時など︑ 警察の緊急対応が必要
な場合は︑ためらわずに一一〇番し
てください︒
★携帯電話からの場合は︑通報場所
の番地や目標となる建物を伝え︑通
話中は出来るだけ移動しないで︑電
源は入れたままにしておいてくださ
い︒

﹁緊急通報専用電話﹂です︒

一一〇番は警察への

熱 海 警 察 署

☎０５５７
︵

85 86

︵熱海俳句人協会・熱海歌人協会︶

雪積めば儚き色の初ざくら

平 尾 浩 一︵伊豆山︶

若餅を搗くや谺す奥の院

倉 田 洋 子︵上多賀︶

高 橋 和 子︵下多賀︶

マスクして幾度となく手をあてる

霜月に

前の林は黄金色

一 男︵

泉

︶

丹羽多加子︵伊豆山︶

終の栖と決めた理由なり

山葵田の

水面に映る常念を

原

両掌ですくい口を漱ぎぬ

獅子鼻と

憎めぬ毒舌人寄せる

陶師の君の落款は○

平 井 永 子︵伊豆山︶

10

広報あたみ 2011.1

子宮頸がんは“予防できるがん”です
問い合わせ

健康づくり室

☎0557（86）6292

子宮頸がんは、子宮頸部（子宮の入口付近）
にできるがんです。最近では、特に20〜30歳代
の若い女性に急増しており、生命はもちろんの
こと妊娠や出産の可能性まで奪ってしまうこと
もある病気です。

子宮頸がん

しかし、ワクチンの接種と定期的な検診で予
防することができます。

■子宮頸がん予防ワクチン接種の全額助成が始まります
予防ワクチンは半年の間に３回接種することで、十分な効果が得られます。接種推奨年齢は
11〜14歳といわれているため、市では段階的に助成対象者を拡充する計画を立てました。
１月中旬より費用助成の対象者に、接種券を郵送します。接種に関する詳細は同封の案内文
でご確認ください。
【対象者】 平成22年度：熱海市に住民登録または外国人登録のある中学３年生の女子生徒
※平成22年度の中学３年生に限り、平成24年３月末までの接種分が助成の対象になります。

平成23年度：中学１〜３年生女子生徒を対象に計画
【接種場所】市内医療機関（実施機関は接種券に記載）
【接種回数】３回

初回接種

２回目接種

３回目接種

（１カ月後）

（初回から６カ月後）

■子宮頸がん予防講演会を開催します
女性特有のからだのしくみや検診の重要性、予防法などに関する講演会を行います。子宮頸
がんの具体的な予防方法を習得するよい機会です。
市から子宮頸がん予防ワクチン費用助成についての説明も行います。
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【日

時】 ２月10日㈭

午後７時〜８時30分

【場

所】 熱海市文化会館１階ホール

【対

象】 小学校高学年〜中学生の女子とその保護者（一般市民も可）

【講

師】 国際医療福祉大学熱海病院

産婦人科部長

提坂敏昭先生

講座

順天堂大学病院公開講座
順天堂大学医学部付属静岡病院
☎055（948）3111

相談

自動車保険請求の相談

注意

順天堂大学医学部附属静岡病院
では、日ごろ来院される皆さんな
どを対象とした公開講座を定期的
に開催しています。
今回のテーマは、
「花粉症」で
す。
日時：２月１日㈫午後６時〜
場所：順天堂大学医学部附属静岡
病院（伊豆の国市長岡1129）管理
棟４階第１会議室
講師：順天堂大学医学部附属静岡
病院 耳鼻咽喉科准教授 松本文彦
先生
演題：花粉症の外科治療
※参加無料、事前申込不要

日（３月31日を除く）午後１時〜
４時（予約制、相談無料）
電子証明書の有効期限をご
確認ください
市民室☎0557
（86）
6254

公的個人認証サービスの電子証
明書の有効期限は３年です。
（住民
基本台帳カードの券面にはカード
の有効期限10年が記載）
平成22年分の所得税の確定申告
などで電子申告を利用する予定の
ある人は事前に有効期限をご確認
ください。
住民基本台帳カードの電子証明
書の更新は、市民生活課窓口で手
続きができます。
なお、有効期限を過ぎた場合や
転居した場合には新たに取得する
必要があります。

©静岡県

2月23日は
２ ２

３

富士山の日
富士山に関するお問い合わせ
は富士山総合案内へ
☎054（221）3776
http://www.pref.shizuoka.jp/
a̲content/pr/fuji.html

自動車保険請求相談センター
☎054（252）3334

日本脳炎ワクチン予防接種について

交通事故に遭った際の、自動車
損害賠償責任保険（自賠責保険）
ならびに任意自動車保険の請求に
関する相談を無料でお受けします。
日時：月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜正午および午後１時〜
５時。※専門相談員が、電話また
は来訪での相談に応じます。
場所：㈳日本損害保険協会 静岡
自動車保険請求相談センター（静
岡市葵区呉服町１−１−２）
弁護士相談：３月までの毎週木曜

中断されていた日本脳炎ワクチン予防接種が、新しいワクチンに
より再開されました。現在、３歳児を優先に順次接種券を送付して
いますが、［第１期］３歳以上７歳６カ月未満で接種を希望する人
は健康づくり室までお申し込みください。
また、第１期の接種が途中の人や１度も接種していない人は、［第
２期］９歳以上13歳未満で打ち残し分の接種も可能ですので、お問
い合わせください。
【基本の接種回数】第１期で３回、第２期で１回
健康づくり室 ☎0557（86）6296

11月の統計情報
11月の主要生活物資価格調査表
品

名
米

規

格

国産こしひかり ５㎏

（単位：円）

市平均

前月差

県平均

1,987

−45

1,949

み

そ

１㎏袋入り

281

30

293

砂

糖

上白１㎏袋入り

189

3

183

こいくち特級 １㍑

270

−8

267

しょうゆ
食
鶏

用

油

キャノーラ油 １㎏

361

−12

312

卵

Ｌサイズ 10個

199

−2

202

レギュラー １㍑

136

2

132

ガソリン

県平均値を100とした熱海市の主要生活物資物価指数は102.9です。
市民相談係☎0557
（86）6201
※価格は税込みの価格です。

11月のごみ量

環境センター☎0557（82）1153

可燃ごみ
約 1,692 ﾄﾝ
その他
約 379 ﾄﾝ
合 計
約 2,071 ﾄﾝ
（対前年比 95.5％）

11月末日の人口
人

40,022 人
男
18,170 人
女
21,852 人
世帯数
21,377 世帯
人口前月比 − 43 人

★人口１人１日排出量★
熱海市
約 1,725 ㌘
全 国
約 1,033 ㌘
全国は20年度平均データ

メールマガジン購読

口

市民室☎0557（86）6254

https://www.city.atami.
shizuoka.jp/mailmagazine/

広報あたみ 2011.1

12

お

知

らせ

注意

有害鳥獣駆除作業のため
鹿ヶ谷公園立ち入り禁止
農林水産室☎0557（86）6214

健康づくり室☎0557（86）6293

高齢者福祉室☎0557（86）6337
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電話加入権の合同公売
熱海財務事務所
☎0557
（82）
9064

次のとおり、電話加入権の合同
公売を行います。
日時：２月16日㈬午前10時
場所：熱海総合庁舎２階会議室
お問い合わせの上、ご来場くださ
い。

開催

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22年12月末現在に65歳
以上で、要介護認定を受けていた

市民相談係☎0557
（86）
6201

年金セミナーの開催
財団法人静岡県年金福祉協会
☎054
（251）
2767

60歳以降の生活設計に役立つ年
金、健康保険、失業保険について
お話をします。

自死遺族のための相談会
静岡県精神保健福祉協会
☎090
（2687）
2785

大切な人（家族や友人など）を
自死（自ら命をなくす）で亡くさ
れた人を対象に、個別相談会（す
みれ相談会）を開催します。
日 程
２／16
４／20

会 場、申 込 先
東部健康福祉センター
沼津市高島本町１−３
☎055−920−2087
熱海健康福祉センター

３／16

熱海市水口町13−15
☎0557−82−9120

費用：無料
予約制：事前予約が必要です。
（午
後１時・２時・３時 各１組）
申込方法：会場へ直接電話でお申
し込みください。

募集

税

所得税、市・県民税の控除
（障害者控除対象者）

消費生活モニターの募集

静岡県では、県民の皆さんの消
費生活に関する意見や情報を、こ
れからの消費者行政に反映すると
ともに、適正な食品表示状況を監
視するため、平成23年度静岡県消
費生活モニター（兼食品表示ウォッ
チャー）を募集します。詳しい業
務の内容・応募方法は静岡県くら
し・環境部県民生活課までお問い
合わせください。
募集人数：100人
任期：４月１日から１年間
応募資格：４月１日現在、県内在
住の20歳以上で１年間継続して活
動できる人
募集期限：１月31日㈪
応募先：静岡県くらし・環境部県
民生活課☎054−221−2175

公売

定期的な健康診査は、病気の予
防や早期発見など、健やかな成長
と発達のために必要です。
３歳児健康診査以降、就学まで
の間に定期的な健康診査を受けて
いないお子さんや３歳児までの間
に健康診査を受けなかったお子さ
んを対象にすこやか健康診査を実
施します。
日時：２月16日㈬午後１時〜２時
受け付け
場所：いきいきプラザ２階
内容：身体測定、内科診察、歯科
健診、育児相談など
持ち物：母子健康手帳、事前アン
ケート※事前にお申し込みくださ
い。

日時：２月６日㈰
午後１時〜３時
場所：起雲閣 音楽サロン
定員：45人（先着順）
費用：無料
申込方法：電話でお申し込みくだ
さい。
申込先：財団法人静岡県年金福祉
協会

相談

健診

すこやか健康診査

募集

有害鳥獣（イノシシ、シカ）に
よる農林作物への被害が増加して
いるため、鹿ヶ谷公園において猟
銃による有害鳥獣駆除作業を実施
します。
実施日には鹿ヶ谷公園を立ち入
り禁止にします。公園付近の通行
等にも十分な注意をお願いいたし
ます。
実施日：２月19日㈯・20日㈰・26
日㈯・27日㈰・28日㈪
時間：午前９時〜午後３時
（荒天等により中止する場合もあり
ます）

人などのうち、常に寝たきりの状
態などにある場合や、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：市役所保険課介護保険
室で申請用紙に必要事項を記入し、
社会福祉課高齢者福祉室に提出し
てください。

放送大学４月生募集
放送大学静岡学習センター
☎055
（989）
1253

放送大学では、平成23年度第１
学期（４月入学）の学生を募集し
ています。
放送大学はテレビやラジオの放
送を通して学ぶ遠隔教育の大学で
す。心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学など、幅広い分野
を学べます。
出願期間：２月28日㈪まで
資料（無料）の請求は放送大学静
岡学習センターまで電話でご請求
ください。
放送大学ホームページでも受け付
けています。
http://www.ouj.ac.jp

ちつくろう
ともだ

にこにこクラブ
子育て中のお父さん、お母さん！お子さんといっしょに
参加してみませんか。就学前の子育て世代の親子が参加
し活動しています。
キッズクラブ
【日時】２月10日・24日 午前10時〜11時30分
【場所】福祉センター 大広間
マリンキッズクラブ
【日時】２月９日・23日 午前10時〜11時30分
【場所】南熱海マリンホール 武道場
伊豆山ちびっ子広場『アンパンマンキッズ』
【日時】２月16日 午前９時〜11時30分
【場所】熱海伊豆海の郷 地域交流スペース
集まれ泉っ子
【日時】２月７日・21日 午前10時〜正午
【場所】泉小中学校 コミュニティルーム
アイアイ（０歳児サークル）
【日時】２月３日 午前10時〜11時30分
【場所】南熱海マリンホール 和室
なかよしルーム読みきかせの会 おおきくなあれ
【日時】２月15日 午前11時〜11時30分
【場所】南熱海マリンホール なかよしルーム
子育て支援センターの行事は、15ページをご覧ください。
サークルのお問い合わせは 子育て支援室 ☎0557（86）
6351

図書館 へ 行こう！
熱海市立図書館
熱海市上宿町14 20 ☎0557（ 86）6591
休館日・ブックバスの予定は15ページを
ご覧ください。

お勧めの新刊
さくらこ

〔風のなかの櫻香〕

一般書

内田康夫／徳間書店

育
良
５歳まで施設で育ち、奈良の由緒ある尼
寺・尊宮寺に養女に迎えられた美少女・櫻
香。中学生になった彼女の周りで、次々に
不審な出来事が起こる。身を案じた尼僧・
妙蓮に相談を受けた浅見光彦は、謎を追っ
て鳥羽へ向かうが⁉遷都1300年の奈良・尼
寺を舞台に、人間の愛と業を描いた感動の
ミステリー。

〔はっぱのそり〕

児童書

天野喜孝／PHP研究所

小野寺莉音ちゃん（２さい）
もうすぐお姉さんになるね♡
優しいステキなお姉さんになってください。
このコーナーでは、お子さんの写真を募集しています。掲載を希
望するお子さんの写真・名前（フリガナ）
・生年月日、お子さんへ
のメッセージ（40文字以内）
、保護者の住所・氏名・電話番号を書
いて〒413 8550 熱海市中央町１番１号 熱海市役所総務課広報広
聴室「にこにこクラブ」あてへお送りください。なお、写真は返
却いたしません。
※詳細は熱海市ホームページをご覧ください。

教育
気
NHK教育テレビで放送の人気アニメ「や
さいのようせいN．Y．SALAD」の絵本第
３弾。サニーレタスの大きなすべり台はス
リル満点！はっぱのそり遊びを見つけた芽
キャベツ。まな板やサニーレタスのすべり
台をすべるのは、スリル満点！でもガーリッ
クは怖がって……。人々が寝静まった夜更
け、月のあかりがキッチンに差し込むと、
野菜の妖精たちが目をさまします。
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2月 February

各種相談日

１㈫

乳

マークの説明

２㈬

行

■施設休館日

３㈭

法

図 図書館休館日 ☎0557（86）6591
マ マリンスパ休館日 ☎0557（86）2020
起 起雲閣休館日 ☎0557（86）3101

■市民相談

市民相談室 ☎0557（86）6073

法 法律相談（予約制）13：00〜16：00
消 消費生活相談 13：00〜16：00

５㈯

交 交通事故相談（予約制）10：00〜15：00

■福祉関係相談

消身

９㈬

湯前神社春季例大祭（湯前神社）※10日まで
●両親学級②（いきいきプラザ）10：00〜14：00
●子育て支援センター「作ってあそぼう」
（いきいきプラザ）
10：00〜11：30

起

10㈭

カーナイデー
消費生活講演会（いきいきプラザ）13：30〜15：00
●製本教室（図書館）9：30〜15：00
●2歳児歯科健康診査（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

建国記念の日

図

法

ぷ 精神障害者憩いの場「ぷらむ」13：30〜15：00
何 身体障害者「何でも相談」13：00〜15：00
精 精神障害者相談会 10：30〜12：00

11㈮
12㈯

ぷ

13㈰
■福祉関係相談
熱海健康福祉センター ☎0557（82）9120

図

８㈫

知 知的障害者相談会 10：30〜12：00
障 障害者就労支援相談 10：30〜12：00

マ

６㈰

福祉センター ☎0557（86）6335

身 身体障害者相談会 9：30〜11：30

●製本教室（図書館）9：30〜15：00

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

建 建築相談（予約制）13：00〜16：00
人 人権よろず相談 13：00〜16：00

起

４㈮

７㈪

行 行政相談 13：00〜15：00

施設休館日
第67回熱海梅園梅まつり※3/6まで
●7〜8カ月児相談（いきいきプラザ）13：00〜15：00

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

14㈪

消人
知

15㈫

建乳

図

心 こころの健康相談（予約制）13：30〜15：00

■乳幼児相談

いきいきプラザ ☎0557（86）6294

乳 乳幼児相談 9：30〜11：30

16㈬

行

2月のブックバスかもめ号
実施日
１日㈫
15日㈫
２日㈬
16日㈬
３日㈭
17日㈭

４日㈮
18日㈮

９日㈬
23日㈬

ス テ ー シ ョ ン
網代小学校
大縄公園
海光園
スルガケアサービス
上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
泉幼稚園前
伊豆山中央バス停横
マルコシ酒店横駐車場
七尾団地集会場
伊豆海の郷
伊豆山小学校
ひばりヶ丘団地下駐車場
相の原団地バス停上駐車場
緑ガ丘公園
第一小学校体育館横駐車場

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
14：15〜15：00
10：00〜10：30
10：45〜11：15
13：15〜13：45
14：00〜14：45
15：00〜16：00
10：30〜11：20
13：30〜14：00
14：20〜14：50
15：10〜16：00

◇市役所（代表）☎0557（86）6000

17㈭
18㈮

確定申告（市役所）※3/15まで
●献血（ホテルニューアカオ前）10：00〜11：30、
（熱海警察署
前）13：00〜15：30
●すこやか健康診査（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）9：00〜11：30
●ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00
●製本教室（図書館）9：30〜15：00

マ

精

19㈯

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

20㈰

カーナイデー

21㈪

消心

図

22㈫
●古新聞紙使用エコバッグ製作講習会（いきいきプラザ）
10：00〜12：00
●両親学級③（いきいきプラザ）13：30〜16：00

起

●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

マ

25㈮

●にこにこサロン「保健師によるおはなし会」
（親子ふれあい
サロン）10：30〜11：00

図

26㈯

●南熱海子育て支援センター「あそびましょ」
（多賀保育園）
10：00〜12：00

27㈰

●日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00

23㈬
24㈭

法

◇南熱海支所 ☎0557（68）2151
◇泉支所 ☎0465（62）2335
◇伊豆山出張所 ☎0557（80）2427
◇エコプラント姫の沢 ☎0557（82）1153
◇火葬場 ☎0557（81）2473
◇南熱海マリンホール ☎0557（68）4778

28㈪

消人
障何

第40回坪内逍遙忌記念祭（起雲閣）13：30〜15：30

■火災・救急テレホンサービス ☎0557（81）9911
（火災情報・救急当番医）
■ふれあい電話相談 ☎0557（81）8080
（学校・家庭・心の問題など）

15

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。

図
マ

申告期間：2月16日㈬〜3月15日㈫
問い合わせ

熱海税務署☎0557（81）3515

課税課☎0557
（86）6142〜6146

平成22年分の所得税の確定申告書の作成指導を行います。申告書の作成と提出は正しく早めに済ませましょ
う。簡単便利な電子申告・納税システム（e-Tax）を利用して、自宅のパソコンから申告をすることもでき
ます。
（あらかじめ登録等の手続きが必要です）
作成指導の受け付け、会場の混雑状況により、時間内においても受け付けを締め切る場合がありますので
ご了承ください。各会場にお出かけの際は、公共の交通機関をご利用ください。
事業所得、譲渡所得、消費税および地方消費税、贈与税の申告書の作成指導は、熱海市役所および支所で
は行いませんので、ご注意ください。
なお、申告書の提出は、郵送または税務署に持参（税務署の時間外文書収受箱に投かん）することもでき
ます。また、申告書用紙が改正され、添付書類は「添付書類台紙」に貼付して提出するようになりました。
申告書の裏面には貼付しないでください。
作
会

成

場

指

導

日

会

場

程

時

熱海市役所

４階AB会議室

２/16㈬〜３/15㈫

南熱海支所

２階会議室

２/８㈫、２/25㈮

午前９時30分〜午後３時30分

２/10㈭、２/23㈬

午前９時30分〜午後３時30分

泉支所

泉公民館

熱海税務署

４階会議室

２/16㈬〜３/15㈫
申

告

に

必

土・日を除く

土・日を除く
要

な

書

午前９時〜正午

間
午後１時〜４時

午前９時〜午後５時

類

次の①または②の書類が税務署から送付されている場合はご持参ください
①所得税、消費税および地方消費税の確定申告のお知らせはがき
②平成22年分の所得税の確定申告書、消費税および地方消費税の確定申告書
源泉徴収票・控除関係書類等・印鑑、筆記用具、電卓
還付金の受取口座の分かるもの（申告者ご本人名義）・前年の確定申告書、収支内訳書の控

市民税・県民税の申告

税理士による
〜無料税務相談所開設〜

市民税・県民税申告書は、所得税の確定申告義務がない人や平
成22年中に所得がなかった人も含め提出をお願いします。これは、
市県民税、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、介護保険料
を算出する上での基礎となります。この申告書を提出しませんと
市営住宅の入居、児童手当、保育園の入園、金融機関への提出な
どに必要な所得（課税・非課税）証明書が発行できない場合があ
りますのでご注意ください。

場所：熱海市役所
４階AB会議室
日時：２月16日㈬
〜３月２日㈬
午前９時30分〜正午
午後１時〜４時
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ
1月31日㈪
■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
【収納課】0557（86）6163
■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。

熱海市ホームページ http://www.city.atami.shizuoka.jp/

メールでのお問い合わせ mail@city.atami.shizuoka.jp

広報あたみは再生紙を使用しています。

発行：熱海市／編集：総務課広報広聴室 〒413 8550 熱海市中央町1 1 ☎0557（ 86）6070

