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◆今月の主な内容◆
生命を守るために住宅用火災警報器
設置と維持管理を････２
市民アンケート調査結果報告････････････４
学級自慢（初島小・網代小・桃山小・
第一小空組）･･６

金色夜叉の名場面を再現
こん じき や しゃ

お ざき こう よう

熱海の名を全国に広めた小説「金色夜叉」の作者である尾崎紅葉
先生をたたえる『尾崎紅葉祭』が１月17日に開催されました。熱
海芸妓衆が貫一・お宮の別れの名場面を披露し、観衆を魅了してい
ました。
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減少しています︒
このように住宅用火災警報器の設
置による効果は明らかになっている
ものの︑熱海市の住宅用火災警報器
の設置率は ％と︑全国の ％と比
べ非常に低い設置率となっています︒
﹃住宅用火災警報器の設置は義
務﹄となっていますので︑一日でも
早い設置をお願いします︒

（人）

火災警報器が役立った事例

着衣着火
7%
（平成27年消防白書より）

かった︒
事例２ ２階居室で寝ていた男性は︑
１階にある祖母の部屋の警報器の鳴
動に気づき︑１階に降りると仏壇か
ら炎か上がっているのを発見︒水を
かけて消火した︒
事例３ 天ぷら油を加熱したまま︑
その場を離れたため︑鍋から火が上
がり警報器が煙を感知した︒警報音
に気づいた居住者が︑初期消火と１
１９番通報を行った︒
事例４ 入浴準備中︑煙と焦げ臭い
臭気とともに警報器の鳴動に気づき︑
居室に行くとこたつから炎が上がっ
ていた︒すぐに初期消火を行った︒

図２ 住宅火災100件あたりの死者数（H20〜H22）
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住宅火災死亡者の約６割
が逃げ遅れ
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事例１ 寝たばこにより火災が発生
し︑警報器が煙を感知した︒警報音
で本人が目を覚まし︑布団に水をか
けて消火したので︑大事にいたらな

住宅火災による 逃げ遅れ
死者数1,006人 54%

平成 年に全国で発生した住宅
火災による死亡者数︵放火自殺者な
どを除く︶は︑１００６人で︑その
うち︑ 歳以上の高齢者の割合は
・５％となっています︒
また︑住宅火災で亡くなった人の
約６割は﹁逃げ遅れ﹂が原因で命を
落としています︒いち早く火災を察
知していれば︑助かった命もあるの
ではないかと推測されます︒
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住宅用火災警報機設置で
死亡者数 ％減少
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﹁逃げ遅れ﹂による被害を少なく
するために︑法律で義務化されたの
が住宅用火災警報器の設置です︒
住宅用火災警報器は︑就寝中や物
事に集中している時などでも︑警報
音や音声でいち早く火災発生を知ら
せ︑速やかな避難ができるようにな
ります︒
平成 年から平成 年に発生し
た住宅火災における１００件あたり
の死者数は︑住宅用火災警報器が設
置されていない住宅火災が７・６人
であるのに対し︑設置されている住
宅火災は５・１人となっており︑住
宅用火災警報器の設置により ％
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住宅火災で死に至った原因（H26）
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消防予防室☎0557(86)6620
問い合わせ
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の性質を理解し︑正しい位置に設置
しましょう︒
〜住宅用火災警報器設置場所〜

購入場所
維持管理も重要です
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熱海市では65歳以上で取り付け、
取り替えが困難な世帯には、住宅用
火災警報器をご購入後、お申し込み
いただければ、消防職員が無料で設
置します。消防予防室に相談窓口を
設置していますので、お気軽にご相
談ください。

お近くのホームセンターや
電気店などのほか︑インター
ネットでも購入ができます︒
購入の際には︑検定に合格し
た下記の表示があるものを購
入してください︒
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１年に１回は住宅用火災警報器に
ある﹁ボタンを押す﹂または﹁引き
ひもを引く﹂など︑警報音が鳴るか
作動確認をしてください︒
また︑住宅用火災警報器は︑古く
なると電池切れや本体の寿命で︑火
災を感知しなくなることがあるため︑
とても危険です︒住宅用火災警報器
の交換時期は約 年です︒点検時に
音が鳴らない︑または設置してから
約 年経ったら︑本体の交換を行い
ましょう︒

住宅用火災警報器相談窓口を設置

設置場所
住宅用火災警報器は︑家族が就寝
する全ての部屋に設置しなければな
りません︒寝室が２階にある場合は︑
階段にも必要になります︒
また︑﹁火災の煙は上に昇って天
井に広がる﹂﹁壁際には空気が溜
まって煙が届かない﹂﹁煙は下りて
くるまでに時間がかかる﹂などの煙
10

8回

市民アンケート調査結果報告

第2

市民の皆さんの生活実感や市政に対するご意
見・ご要望などをお聞きして、行政を進めるうえで
の参考資料とするため、毎年「市民アンケート」を
実施しています。
今年度もアンケートへのご協力、ありがとうござ
いました。広報では、その結果の抜粋をお知らせし
ます。

基本設計 市内にお住まいの20歳以上の人を、男
女別、年代別、地域別に分けて、無作為に約２千人
を抽出。８月26日から９月９日にかけて実施。
回答件数 905件（45.8％）
※詳しい調査結果は、熱海市ホームページおよび
市民協働推進室でご覧いただけます。
問い合わせ 市民協働推進室☎0557(86)6201

●生活実感について
日常感じている生活実感について、項目ごとの「満足度」という形でお尋ねしました。
環

境

衛

生

交通の便利さ
安

全

性

公共施設の充足度
物

価

保 健 ・ 医 療
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不満
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無回答

「満足」と「やや満足」を合わせた満足度は、１番高い環境衛生に関しては64.1％となっていますが、
１番低い物価に関しては7.0％と項目によってばらつきがあります。
●男女共同参画について
男女共同参画社会を実現するうえで最も大切なことは、市民の皆さん一人ひとりが「男女は平等であ
り、人として尊重されなければならない」ということを意識していただくことです。男女共同参画に関し
て、平成27年度に静岡県で実施された意識調査と同じ設問をお尋ねしました。
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」というような男女の役割を固定的に考えることについて、
どのように思いますか？
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男女の役割を固定的に考えることについて尋ねたところ、「反対」、「どちらかといえば反対」を合わせ
た 反対派 が県61.0％、熱海市55.6％といずれも過半数を占めており、割合に大きな差は見られま
せんでした。
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●振り込め詐欺について
昨年から、静岡県内で振り込め詐欺が増加し、熱海市内でも振り込め詐欺の電話（サギ電話）が多く発
生しています。振り込め詐欺の手口や対策などの情報を知っておくことが犯罪を未然に防ぐことに繋がり
ます。そこで振り込め詐欺の手口や対策などについてお尋ねしました。
※振り込め詐欺とは次の４項目に分類されます。
○オレオレ詐欺

家族や警察官などを装って、交通事故の示談金などの名目で金銭を騙し取る手口

○架空請求詐欺

メールや電話などで有料サイトの利用料といった名目で金銭を騙し取る手口

○融資保証金詐欺

金融業者を装い、借金の一本化や低利融資を勧誘し、保証金や調査料などの名目で金
銭を騙し取る手口

○還付金等詐欺

税務署や市役所職員と偽って、税金の還付金などの受け取り手続きを装いATMを操
作させ金銭を騙し取る手口

最近は振り込みだけでなく、犯人が現金やキャッ
シュカードを直接被害者の自宅などに取りに来る
「現金受取型」や、宅配便などを利用して犯人が
指定した宛先に配達させる「現金送付型」とい
う、「振り込ませない」振り込め詐欺の手口が増
加しています。あなたはこのことを知っていまし
たか？

知らなかった
10.8%

無回答

あなたやあなたの家族は、振り込め詐欺への
対策を行っていますか?

わからない
7.8%

無回答
2.8%

1.9%
行っている
43.3%

行っていない
46.1%

知っている
87.3%
振り込め詐欺対策の回答例：
・家族間で話し合い、合言葉などを決めている
・迷惑電話チェッカーなどを設置している
・知らない番号の電話にでない、またはすぐに
切る
・本人や家族に必ず確認をとる
・離れている家族とも日頃から連絡をとる
・固定電話をもたない
・常に留守番電話にしておく など

「現金受取型」や「現金送付型」という「振り込ませない」振り込め詐欺について９割近くの人
が、「知っている」と答えました。世代間による回答数の差はみられませんでした。一方、振り込め
詐欺への対策について本人や家族が「行っている」と回答した人は43.3%と半数以下でした。
静岡県警が振り込め詐欺被害者に対して行ったアンケートでは、詐欺にあった人のほとんどが「自
分のところに電話がかかってくるとは思っていなかった」、「自分が詐欺にひっかかるとは思ってい
なかった」と回答しています。サギ電話は、誰にでもかかってくる可能性があります。家族や周りの
人と声を掛け合って、振り込め詐欺の被害を防ぎましょう。
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市内の小学校 5 年生を紹介する人気コーナー

初島小学校

２・５年１組

人

２

きし

担任 岸
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網代小学校
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由美子

先生
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桃山小学校

５年１組

人

５

くに はら

担任 國
:原

のぶ ひろ

伸弘

先生

第一小学校

５年空組

人

23

かた ぎり

担任 片
:桐

ゆう すけ

優介

先生
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平成29年度

市民大学講座受講生募集

中央公民館では、平成29年度「市民大学講座」として次の５講座を開講します。
市内に居所がある人、または在勤者であればどなたでも受講できますので、ぜひお申し込みください。
なお、市外在住の人は定員に余裕がある場合にのみ受講できます。
【申込方法】

①直接 生涯学習課（第３庁舎１階）にある申込書に記入し提出してください。
②郵送・ＦＡＸ 申込書をお送りしますのでお問い合わせください。なお、中央公民館の
ホームページからもダウンロードできます。
③メール 必ず申込書を添付してください。添付のない場合は受付できません。
【申込期間】 ３月16日(木)〜４月10日(月) 直接受付は土・日・祝日を除く午前９時〜午後５時
FAX、メールは４月10日受付分まで
【定
員】 各講座50人（希望者多数の場合は抽選となります。）
【場
所】 いきいきプラザ６階 視聴覚室
【時
間】 午後１時30分〜３時終了予定
【受 講 料】 年間4,000円（各講座の初回にお支払いください。）
【結果通知】 申込期間終了後、受講の可否をハガキにてご連絡いたします。
【そ の 他】 駐車場は市営中央町駐車場をご利用ください。
【問い合わせ】 生涯学習課 中央公民館
E-mail：kominkan＠city.atami.shizuoka.jp
☎：０５５７(８６)６５７８
FAX：０５５７(８６)６６０６

１．時事解説 〜併せてその背景を考える〜【新】

日本は、国の安全保障や財政再建をはじめ、憲法改正・少子高齢化に伴う諸問題・原発再稼動の是非
などに、そして米・ロ・中・韓・北朝鮮各国との間に、多くの難問や課題を抱えています。講座では、
その時々の時事問題を解説しながら、わが国の直面する内政、外交の課題との関りを考えます。
【講 師】岡本 卓（フリージャーナリスト・元ＮＨＫ記者）
【実施日】５/16 ６/20 ７/18 ９/19 10/17 11/21 １/16 ２/20 各日とも火曜日

２．日本の歴史１００年 【再】

第一次世界大戦が起きた１００年ほど前から現在に至る日本の近代史、現代史をもう一度学んでみま
せんか。講義ごとにテーマを設定し、豊富な資料を通して深めます。どのテーマも、今日の課題とつな
がる興味深い内容です。２年目の本年度は、戦後についてもたくさん取り上げます。
【講 師】安田 常雄（神奈川大学特任教授）
【実施日】５/23 ６/27 ７/25 ９/26 10/24 11/28 １/23 ２/27 各日とも火曜日

３．落語家が語る昭和の歌謡史 【再】
林家たけ平師匠が、独自の取材、研究をもとに語ります。歌謡曲に日本特有の曲想と演歌の生まれ始め
た昭和初期から、戦時〜戦後を経て復興から高度成長への昭和中期まで、各時代の名曲誕生の秘話や、
それらの曲を彩った歌手たちのエピソード、名曲を支えた制作スタッフの裏話も聞ける楽しい講座です。
【講 師】林家 たけ平（落語家）
【実施日】５/11 ６/８ ７/13 ９/14 10/12 11/９ １/11 ２/８ 各日とも木曜日

４．「古事記」の神話を楽しむ 【新】
神話は、古代日本の歴史や社会・思想を反映しています。古事記に、神話伝承の面白さを味わいなが
ら、古代の社会や歴史に対する理解を深め、古代を生きた人々の暮らしや心のありさまに日本人の思考と
感覚の原型を読み取ります。講師は古事記研究の第一人者です。
【講 師】菅野 雅雄（古事記学会理事・文学博士）
【実施日】５/12 ６/９ ７/14 ９/８ 10/13 11/10 １/12 ２/９ 各日とも金曜日

５．世界の美術館【再】
毎回ヨーロッパの有名美術館を取り上げ、その歴史とともに代表的な所蔵作品を解説するほか、画家や
作品が描かれた時代背景についても高画質映像を使いながらお話しします。このほか話題の展覧会など
のトピックスも盛り込み、初心者から上級美術愛好家の人、また初めて受講する人も楽しめる内容です。
【講 師】藤 ひさし（映像作家）
【実施日】５/13 ６/10 ７/８ ９/９ 10/14 11/11 １/13 ２/10 各日とも土曜日
※実施日や会場は、都合により変更になる場合があります。
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あなたは大丈夫？

こころの健康

人は日常生活のなかで、強いストレスを
受けたり、長期間ストレスを受け続ける
と、身体にさまざまな影響が表れることが
あります。もしも、不眠や原因不明の体調
不良が続いたときは、ストレスを抱えてい
ないか、無理をしていないか、振り返って
みましょう。

ストレスを少しでも解消しましょう！！
一人で悩まないで相談してください！！
問い合わせ

障がい福祉室☎0557(86)6334

●リラクゼーションのすすめ
1人で悩まないで
自分に合ったリラクゼーション
相談しましょう！
法を身につけておくことはストレ
ストレスが大きくなると、心や
ス社会を生きる私たちにとって強
身体、日常の行動面に次のような
ストレスへの対処法を実践して
い武器となります。リラクゼー
変化があらわれます。以下の症状
もストレスに押しつぶされそうな
ション法には、呼吸法や自律訓練
はありませんか？
ときや自分一人では対処できない
法などさまざまな方法があります
＜心の症状＞
こともあるでしょう。一人で抱え
が、中でもストレッチングは誰に
抑うつ症状、意欲の低下、イラ
込まず誰かに相談しましょう。そ
でもできるリラクゼーションの１
イラ、緊張、不安など
うすることで、良い解決策が見つ
つです。以下を参考に生活の中に
＜身体の症状＞
かることや気持ちが楽になること
取り入れてみましょう。
高血圧、胃・十二指腸潰瘍、糖
もあります。抱え込み過ぎると心
尿病、首や肩のこり、動悸、息切
身に不調を来たして、うつ病を招
●ストレッチングのすすめ
れ、下痢・便秘、食欲不振、不眠、
特別な器具や道具を用いること
き、最悪の場合自殺に結びつくこ
なく、場所や時間もとらず手軽に
肥満など
ともあります。ストレスへの対処、
＜行動に表れる症状＞
行えます。ポイントは以下です。
誰かに相談することは健康を保つ
作業効率の低下、作業場の事故、 ❶はずみをつけずにゆっくり伸ばす
うえで重要です。
アルコール依存、過食、拒食など
❷呼吸は止めずに自然に行う
❸10〜30秒間伸ばし続ける
❹痛みを感じるところまで伸ばさ
ストレスと上手くつきあう
おこなおう
まもろうよ
こころ
ない（無理はしない）
ストレスといっても全てが有害
❺伸ばしている部位に意識をむける
なわけではなく、適度なストレス
❻笑顔で行う
は心を引き締めて、仕事や勉強の
能率をあげたり、心地よい興奮や
暮らしの中で困っていること、
よりそいホットライン
緊張を与えてくれます。
気持ちや悩みを聞いてほしい方
〜24時間相談窓口〜
しかし、その興奮や緊張が度を
外国語による相談
超してしまうと心や身体が適応し
きれなくなり（過剰適応）、心身
性暴力、
ドメスティックバイオレンス
など女性の相談
にダメージを与えます。
ストレスと上手につきあうため
性別や同性愛などに関わる相談
には、自分に過剰なストレスがか
かっていることに早く気付くこと、
自殺を考える程思い悩んでいる方
そして自分に合うストレス対処法
被災者の方で困っている方
を見つけて実践することがとても
大切です。

ストレスに対する反応

こころの健康相談統一ダイヤル

0570 − 064 − 556
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こんなに変わった！

時代によって変わる子育て

子育ての昔と今

こんなに変わった！
昔と今の子育て方法
衣食住をとっても︑昔と今では生
活環境が大きく変化しています︒そ
のため︑当時の環境では良いとされ
てきた子育て方法が︑現在の生活に
は合わないというのは当たり前です︒
昔と今の違いで︑代表的なものを左
のページに挙げてみます︒

昔は出生体重が３０００ｇ前後で
あることがほとんどでしたが︑今は
出生体重に幅があり︑２５００ｇ未
満の子や３５００ｇを超える子がい
るなど︑生まれたときから個人差が
大きくなっています︒その変化に合
わせ体重の基準値などの幅も大きく
なり︑今は一人ひとりの成長する
ペースやその子らしさを大切にする
考え方が主流です︒これは身体の成
長だけでなく︑心の成長にも当ては
まります︒昔は叱って育てることが
当たり前とされてきましたが︑今は
子どもの自己肯定感を高めるために︑
褒めて育てる方法に変化しました︒
また︑共働きが増えた今では︑親
の生活スタイルも変わり︑各家庭の
生活に合わせて子育ての考え方や価
値観が多様化しています︒しかし︑
子育てが時代と共に変化する中で︑
いつの時代も変わらないのは子や孫

への愛情です︒スマートフォンの普
及により簡単に情報を得られますが︑
その半面で情報量の多さに困惑した
り︑スマートフォンやＤＶＤを長時
間子どもに見せたりするなど︑親が
子に向き合う時間が減り︑ぬくもり
に欠ける育児に陥りやすいという欠
点もあります︒子どもとの向き合い
方や︑ぬくもりのある子育てはス
マートフォンでは決して学ぶことの
できないものです︒
おじいちゃん・おばあちゃんは子
育ての手伝いを通して︑お父さん・
お母さんのお手本や良き相談相手と
してサポート役になってもらいたい
と思います︒おじいちゃん・おばあ
ちゃんのサポートは親を育て︑ひい
てはかわいい孫の成長に繋がること
でしょう︒

10
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このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

子育て・孫育て

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

共働き世帯が増え︑家事や仕事︑
育児に追われるお母さん・お父さん
の心強い味方といえば︑おじいちゃ
ん・おばあちゃんです︒現役で働い
ていながらも子育てを手伝っている
おじいちゃん・おばあちゃんも多く︑
メディアでは﹁孫育て﹂﹁イクじ
い﹂などの言葉が出回るほど子育て
の場で大活躍しています︒
私たち保健師や看護師は︑赤ちゃ
んが産まれた全ての家庭を訪問し︑
体重測定や予防接種の説明を行うほ
か︑育児に関するご相談を受けてい
ますが︑お母さんやお父さんだけで
なく︑おばあちゃんやおじいちゃん
も同席する家庭が増えています︒そ
の中で︑おばあちゃん・おじいちゃ
んからよく﹁今と昔の子育ては全く
違うので戸惑います﹂と相談を受け
ます︒では︑今と昔では何がどう違
うのでしょうか︒

健康 づくり

こんなに違う！ 子育ての昔と今
昔
今
赤ちゃんが泣いたときにすぐに抱っこ
したり、添い寝をしたりすることは甘
やかすこととされてきました。

抱っこ

赤ちゃんが泣いたら十分に抱っこを
してあげましょうという考えに変わ
っています。赤ちゃんは抱っこをさ
れることでとても安心し、愛着が形
成されていきますので、抱き癖がつ
くという心配はありません。

生後２カ月ごろから、お風呂上がり
などに白湯や果汁を与えることが一
般的でした。

白湯
・
果汁

母乳や育児用ミルクで十分栄養や水
分が足りている現在では、離乳食が
始まる生後５〜６カ月頃までは特に
必要とされていません。

入浴

長湯をしたり、接種部位をこすった
りしなければ、予防接種をした日の
入浴は差し支えありません。風邪気
味でも熱が出ていなければ入浴でき
ます。

おやつ

孫が欲しがるので、ついおやつをた
くさんあげてしまうという話をよく
聞きますが、おやつの食べ過ぎは食
事に影響するだけでなく、虫歯の原
因になります。決められた時間にだ
けあげることが勧められています。

予防接種をした日や風邪気味のとき
には入浴を控えていました。注射を
したところから雑菌が入る、または
体力を消耗してしまうため風邪が悪
化してしまうという理由からそのよ
うにされてきました。

子どもの虫歯や肥満について、あま
り気にしない親も多くいました。

大人が噛み砕いた食べ物を離乳食とし
て子どもにあげることもありました。
大人が使っている箸やスプーンで食べ
させることも普通でした。

15
11

箸の
共有

虫歯菌は大人の唾液から感染する
ことが分かってきました。そのた
め、箸やスプーンの共有などを行
わないように気を付けましょう。

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

広報あたみ広告掲載募集

２月から市民便利帳を配布

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）を募集します。毎
月10日に22,000部発行し、町内
会などを通じて市内の世帯に配布
されます。
広告枠・広告料：
○お知らせページ最下段（２枠）
5 0 ㎜×8 5 ㎜：１枠１カ月２万 円
○裏表紙ページ最下段（１枠）
5 0 ㎜×110 ㎜：１枠１カ月４万円
募集号：平成29年４月号〜平成
30年３月号（１月単位）
申込期限：２月28日(火)
※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。

就職活動を応援します
しずおかジョブステーション東部
☎055(951)8229

静岡県の就職支援機関「しずお
かジョブステーション」では、自
己分析から応募書類の書き方、面
接練習まで就職活動をじっくりサ
ポートします。どなたでもお気軽
にご利用ください（事前予約制）。
場所：沼津市大手町１−１−３
沼津商連会館ビル２階
東部県民生活センター内
利用時間：午前９時〜午後５時
休館日：土・日・祝日・年末年始
「熱海でお仕事就職面接会」
日時：３月８日(水)
午後１時30分〜３時30分
場所：熱海市総合福祉センター
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

統計情報

本市とＮＴＴタウンページ株式会社は、
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。このたび、一部内容をリニュー
アルし２月中旬から配布を開始します。
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。
３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

自

衛

官

男
女

口

37,733 人
17,068 人
20,665 人

募

集

【自衛隊幹部候補生】
将来自衛隊の中枢を担うことを期待された幹部候補生になるコース
です。陸・海・空自衛隊の幹部候補生学校に入校し、１年後幹部に昇
任、部隊において各職域の専門的リーダーとして活躍します。文系お
よび理工科系から進む通常のコース、パイロットコース、理工科系か
ら進む技術要員コース、医科・歯科・薬剤科系から進む医官コースが
あります。
給与：初任給月額222,000円（大学卒）
資格：平成30年４月１日現在、22歳以上26歳未満の大学卒業程度の
学力を有する人
申込期間：３月１日(水)〜５月５日(金)
試験日：５月13日(土)・14日(日) ※14日はパイロットコースのみ
【予備自衛官補】
予備自衛官になるための知識・技能を修得するコースです。
一般は３年間で50日、技能は２年間10日の教育訓練を受けます。
手当て：教育訓練参加日額7,900円、交通費は自宅から教育訓練実施
駐屯地間を支給、食事・宿泊・被服は無料で支給・提供
資格：平成29年12月18日現在、
18歳以上34歳未満の人
（技能は国家資
格などを有する人で、資格により上限年齢52歳から54歳まで）
申込期間：４月７日(金)まで
試験日：４月14日(金)〜18日(火)のいずれか１日
★自衛官候補生（男子）については、年間を通じて受付しています。
詳しくは、自衛隊伊東地域事務所☎0557(37)9632または、インター
ネットで「静岡地本」を検索してください。

12月末の人口
人

広報情報室 ☎0557(86)6070

世帯数
21,356 世帯
人口前月比
11 人増

12月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,715
約 373
約2,088
102.2

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,785 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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普通救命受講者の募集

臨時福祉給付金（経済対策分）
について

ジェネリック医薬品差額通知に
ついて

臨時福祉給付金担当
☎0557(82)6381

保険年金室☎0557(86)6268

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：３月５日(日)
場所：南熱海支所２階会議室
時間：午前９時30分〜12時30分
対象：中学生以上の市内在住・在
勤・在学者
定員：30人（先着）
申込期間：２月13日(月)〜27日(月)
※詳細は、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。

「熱海縁側ふくしフォーラム」
の開催
熱海縁側ふくしフォーラム実行委員会
事務局（陽光の園）
☎0557(81)6325

障がいがあっても、なくても、
誰もが安心して暮らすことができ
るような共生社会に向け、熱海市、
市内事業所などが共に支援の向上
を目指し開催します。
日時：３月18日(土)午後１時〜
６時、19日(日)午前９時50分〜
12時45分
場所：起雲閣 音楽サロン
登壇者：毎日新聞社論説委員 野
沢和弘氏、全国手をつなぐ育成会
連合会統括 田中正博氏 ほか
参加費：無料
※参加希望者は、実行委員会事務
局へ事前にお申し込みください。

平成26年４月の消費税率引き
上げによる影響を緩和するため、
低所得者に対する暫定的・臨時的
な措置として、臨時福祉給付金を
支給しています。このたび国の経
済対策の一環として、平成29年
４月から平成31年９月までの２
年半分を一括して給付します。
対 象 者：平 成 2 8 年１月１日に 熱
海市に住民登録のある人のうち、
平
成28年度市民税が課税されていな
い人
（生活保護受給者、市民税課税
者に扶養されている人は除く）
支給額：１人につき１万５千円
申請期間：福祉事務所３月８日
(水)〜６月16日(金)、南熱海支
所３月15日(水)・22日(水)、泉
支所３月17日(金)
※対象と思われる人には、３月に
申請書を送付しますので、内容を
確認のうえ、申請してください。

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：４月５日(水)
午前10時〜午後２時30分
場所：熱海市役所第１庁舎４階
第１会議室
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

心のやさしい相続・生前贈与
加藤正一税理士事務所
沼津市大手町5-6-7 ﾇﾏﾂﾞｽﾙｶﾞﾋﾞﾙ9階
電話 055-964-2315
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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３月中
旬ごろ発送します。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への
変更を希望される場合は、医師・
薬剤師にご相談ください。

軽自動車税について
市民税室☎0557(86)6142

◆廃車・名義変更などの手続き
をお忘れなく!!
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
でに済ませてください。お早めの
手続きをお願いします。
◆軽自動車税の減免申請
障がいのある人が所有するなど、
一定の要件に該当し、納期限まで
に市民税室に申請した場合、税の
減免を受けることができます。
◆グリーン化特例
平成28年度に新規取得した三
輪・四輪の軽自動車で一定の基準
を満たす車両は、平成29年度分
の軽自動車税に限り、グリーン化
特例が適用されます。

37
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熱海市長
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先月︑﹁糸川桜まつり﹂のオープニン
グ・セレモニーが過去最高の人出で開催
されました︒日本中が寒波に見舞われ︑
連日大雪のニュースが伝えられる中︑糸
川のあたみ桜は満開を迎えていたからで
す︒メジロが楽しそうに飛び回り︑芸妓
衆の舞もとても華やかでした︒ちょうど
梅園の早咲きの梅も見頃を迎えており︑
﹁日本一早咲きの梅と桜を同時に楽しめ
る熱海﹂が名実ともに実現した瞬間だと
感じました︒
しかし︑このことは一朝一夕で成しえ
たものではありません︒梅園の梅も︑糸
川のあたみ桜も熱海に元々あったもので
すが︑今の状況になるまでに︑ちょうど
丸 年かかっています︒梅園の大規模改
修は平成 年に︑糸川の植栽をあたみ桜
に統一する工事は平成 年に始まりまし
た︒どちらの事業も熱海にゆかりのある
篤志家から多大なご寄付をいただき︑そ
れぞれ３年︑平成 年までの足かけ５年
の整備事業でした︒そして︑整備された
梅と桜などのプロモーション︵宣伝︶に
本格的に取り組み始めたのが︑﹁ＡＤさ
んいらっしゃい！﹂をスタートさせた平
成 年です︒その後︑今日までの約５年
間で︑熱海が多くのメディアに取り上げ
られるようになりました︒
１年で作ったブームはすぐに廃れがち
ですが︑ 年かけて積み上げてきたもの
は急にはなくなりません︒熱海には他に
はない宝がたくさんあります︒熱海の宝
に磨きをかけ︑それをしっかりプロモー
ションすることが︑観光振興にとってと
ても大切なことであると考えています︒
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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
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24

し

材
が

者

新たな未来に向かって「歩」！

１月８日、ＭＯＡ美術館能楽堂にて成人式が開催されまし
た。恒例の新成人が選んだ言葉は「歩」に決まり、この字を
彫った記念プレートが授与されました。新成人として、皆さん
の新たな輝かしい未来への歩みに期待します！

今年１年の安全を！

１月７日、消防出初式が開催されました。
勤続功労表彰、観閲パレード、一斉放水な
どが行われ、消防活動に対する意識を新た
に高めました。一斉放水では、きれいな虹
が見えました！

みんなで繋ぐたすきを胸に、スタート！

１月28日、熱海市民駅伝競走大会が行われました。スタート
地点の網代小学校では、全21チームの選手が号砲とともに勢い
よく走り出しました。

3 月 March

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

各種相談日

施設休業日

1㈬

行

熱海梅園梅まつり（熱海梅園）※５日まで
●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

2㈭

法

●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00〜10：30
●熱海子育て支援センター「おたのしみ会」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

3㈮

心

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※５日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

4㈯
5㈰
6㈪

図

消身

◆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

7㈫
8㈬
9㈭

交

◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

起

法

◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

10 ㈮

●にこにこサロン「ママフィット」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

■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

11 ㈯

春季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45
南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）11：00〜15：00

12 ㈰

熱海市津波避難訓練
日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00
南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）10：00〜15：00
●朗読会（図書館）13：30〜14：30

■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

14 ㈫

３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㈭
16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
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㈭
多賀中学校正面玄関前
23日㈭

16 ㈭

10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

13 ㈪

15 ㈬

マ

消人
知精
ぷ

釣

図

●南熱海子育て支援センター「リズム遊びと子育て講演会」
（多賀保育園）10：00〜11：00
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

起

●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15
●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00〜10：30

マ

17 ㈮
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※20日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

18 ㈯
19 ㈰
20 ㈪
21 ㈫
22 ㈬
23 ㈭

春分の日
建

起
法

25 ㈯
26 ㈰
28
29
30
31

マ

●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

24 ㈮

27 ㈪

図

◆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〜
●よみきかせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30

日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00
消人
障何

図

㈫
㈬
㈭
㈮

起

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。

花火大会日程

熱海海上花火大会
春 20：20〜20：45
３月11日(土)
４月15日(土)
５月13日(土)
６月10日(土)

打ち上げ場所：熱海港
観覧場所：海岸線一帯など
※雨天決行

秋 20：20〜20：45

夏 20：20〜20：50

９月18日(月祝)
10月 ９ 日(月祝)
11月12日(日)

冬 20：20〜20：45

７月23日(日)
７月28日(金)
８月 ５ 日(土)
８月 ８ 日(火)
８月18日(金)
８月20日(日)
８月24日(木)

12月10日(日)
12月17日(日)
平成30年
１月14日(日)
２月12日(月祝)

初島
７月 ２ 日(日)

20：00〜20：15

伊豆湯河原
７月29日(土)

20：20〜21：00

伊豆山
８月 ３ 日(木) 20：20〜20：50
８月22日(火) 20：45〜21：00

伊豆多賀
８月12日(土)

20：20〜20：40

網代
８月16日(水)
※開催時間などは、主催者や天候などの都合により変更になる場合があります。
駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

20：30〜20：50

問い合わせ

観光推進室☎0557(86)6195

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

２月28日（火）
■固定資産税・都市計画税
第４期
■国民健康保険税
第８期
【債権回収室】☎0557 (86) 6165
■介護保険料
第６期
【介護保険室】☎0557 (86) 6282
■後期高齢者保険料
第７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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